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2021年度 決算概要

売上高
6,447百万円

(前期比134.3%)

売上総利益
1,782百万円

(前期比125.5%)

営業利益
908百万円

(前期比132.3%)

 大手～中堅・地場ゼネコンへのサブスクリプションサービス(BooT.one, 
ConnecT.one)の契約増加により、中長期で安定した収益基盤を拡大継続中

 多くのゼネコン、サブコンからの施工DX案件の受注、納品
 大手製造業向けに顧客接点ソリューション(Easy, WLP)の導入が好調に推移
 中小河川ハザードマップに関わるガイドラインの変更により、河川防災業務が増加
 民間系環境アセスメント業務（物流、商業施設、新エネルギー）が好調に推移
 SuperCity, SmartCityの都市計画支援業務の受注
 国交省による2023年 BIM/CIM原則適用方針をうけCIM導入案件が拡大
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2021年度 決算概要(前期比)

実績 売上比 実績 売上比 増減額 増減率

売上高 4,800 － 6,447 － 1,646 34.3%

営業利益 686 14.3% 908 14.1% 221 32.3%

経常利益 694 14.5% 1,022 15.9% 328 47.3%

当期純利益 474 9.9% 711 11.0% 236 49.8%

１株当たり当期純利益

１株当たり配当金

配当性向 12.0% 16.1% +4.0%

10円 20円 + 10円

単位：百万円

2020年度 2021年度

83.12円 124.53円 ＋41.41円

（注）当社は、2022年１月１日付で普通株式１株につき２株の割合をもって株式分割を行っております。
上記は、2020年１月１日に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。

3


入力シート_全社 (2016～) (2)

				2017年度 ネン ド		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		平均成長率 ヘイキンセイチョウリツ		2022年度		2023年度

		売上高		2,846		3,366		4,317		4,800		6,447		22.7%		6,800,000		7,300,000

		営業利益		164		330		650		686		908		53.3%		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		5.8%		9.8%		15.1%		14.3%		14.1%				13.53%		1.37%









売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2845.5010000000002	3366.0419999999999	4316.5169999999998	4800.3249999999998	6447.0524349999996	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	164.39500000000001	330.29	649.67499999999995	686.43700000000001	908.17203700000005	営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	5.7773657433260434E-2	9.8124146995194964E-2	0.1505090794267693	0.14299802617531104	0.14086624021695274	











Work(中計進捗）

				2021年度		2022年度		2023年度

		売上高		6,447		6,800,000		7,300,000

		営業利益		908		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		14.1%		13.5%		1.4%





												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												6,447		5,000		5800		6500

												0		500		500		500



												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												908		500		580		650

												0		50		50		50



売上高



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	6447.0524349999996	5000	5800	6500	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	500	500	500	





営業利益



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	908.17203700000005	500	580	650	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	50	50	50	







入力シート_全社

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1,220,071,338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299,029,076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316,320,762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		(17,291,686)		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		(14,720,920)		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		(8,735,531)		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1,475,560,777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404,976,601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353,605,297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51,371,304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54,181,507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36,264,289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1,822,983,297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455,385,000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397,007,141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58,377,859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63,247,824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65,538,710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2,023,368,928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565,438,914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372,830,002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192,608,912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197,342,892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140,341,720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,500,000,000		営業利益
（レンジ）		700,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		800,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		500,000,000

				6,000,000,000				750,000,000				850,000,000				550,000,000





				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996		1,340,393,214		1,859,001,225		3,199,394,439		6,447,052,435

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984		323,065,114		415,755,294		738,820,408		1,782,236,392

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333		214,075,918		243,269,104		457,345,022		874,064,355

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651		108,989,196		172,486,190		281,475,386		908,172,037

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744		161,905,926		175,779,854		337,685,780		1,022,858,524

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516		104,428,746		142,572,924		247,001,670		711,040,186









入力シート_本部

				ソリューション本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		191,574,212		335,451,907		527,026,119		251,229,923		253,561,476		504,791,399		1,031,817,518

		製造業 セイゾウギョウ		546,678,225		390,344,750		937,022,975		338,085,420		430,860,413		768,945,833		1,705,968,808

		IT		54,904,755		34,202,031		89,106,786		53,417,265		42,095,329		95,512,594		184,619,380

		社会インフラ シャカイ		54,126,052		11,903,542		66,029,594		9,301,174		34,106,954		43,408,128		109,437,722

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		17,557,424		15,185,549		32,742,973		12,190,411		10,017,569		22,207,980		54,950,953

				864,840,668		787,087,779		1,651,928,447		664,224,193		770,641,741		1,434,865,934		3,086,794,381



				ソリューション本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		589,692,376		322,368,994		912,061,370		462,953,364				462,953,364		1,375,014,734

		製造業 セイゾウギョウ		539,445,468		357,612,873		897,058,341		461,129,010				461,129,010		1,358,187,351

		IT		48,739,000		31,427,095		80,166,095		42,372,266				42,372,266		122,538,361

		社会インフラ シャカイ		39,375,139		16,471,248		55,846,387		290,916				290,916		56,137,303

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		10,885,478		17,655,916		28,541,394		17,033,198				17,033,198		45,574,592

				1,228,137,461		745,536,126		1,973,673,587		983,778,754		-		983,778,754		2,957,452,341





				エンジニアリング本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		169,000,000		151,245,000		320,245,000		26,250,000		55,960,000		82,210,000		402,455,000

		環境 カンキョウ		107,761,286		93,689,000		201,450,286		77,090,000		105,712,000		182,802,000		384,252,286

		建設ICT ケンセツ		87,669,715		50,224,000		137,893,715		16,547,000		53,584,000		70,131,000		208,024,715

		まちづくり		149,451,000		42,100,000		191,551,000		14,400,000		26,708,000		41,108,000		232,659,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販		78,144,699		195,742,510		273,887,209		123,173,240		89,078,749		212,251,989		486,139,198

				592,026,700		533,000,510		1,125,027,210		257,460,240		331,042,749		588,502,989		1,713,530,199



				エンジニアリング本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		125,438,182		85,171,000		210,609,182		51,620,000				51,620,000		262,229,182

		環境 カンキョウ		158,550,000		109,576,000		268,126,000		42,538,000				42,538,000		310,664,000

		建設ICT ケンセツ		101,322,000		65,866,000		167,188,000		25,196,000				25,196,000		192,384,000

		まちづくり		153,677,000		109,880,000		263,557,000		48,982,000				48,982,000		312,539,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販
		

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		

funahasi: ＝物販		173,015,110		191,498,914		364,514,024		188,278,457				188,278,457		552,792,481

				712,002,292		561,991,914		1,273,994,206		356,614,457		-		356,614,457		1,630,608,663





		ソリューション事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		378,510,160		506,014,693		906,135,049		864,840,668		1,228,137,463		34.21%

		売上総利益		114,362,313		155,752,244		351,679,337		284,909,506		419,460,302		38.39%

		売上総利益率		30.21%		30.78%		38.81%		32.94%		34.15%



		ソリューション事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		711,352,316		1,032,490,723		1,422,335,691		1,651,928,447		1,973,673,590		29.06%

		売上総利益		206,404,886		287,799,366		534,704,103		490,433,728		609,714,654		31.10%

		売上総利益率		29.02%		27.87%		37.59%		29.69%		30.89%



		ソリューション事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,059,171,168		1,492,504,602		1,983,491,399		2,316,152,642		2,957,452,347		29.27%

		売上総利益		278,683,324		403,906,865		704,128,018		687,548,547		858,622,006		32.49%

		売上総利益率		26.31%		27.06%		35.50%		29.68%		29.03%



		ソリューション事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,572,767,919		2,072,111,148		2,619,798,029		3,086,794,386		4,354,745,654		29.00%

		売上総利益		416,577,197		569,969,810		872,089,378		914,724,184		1,118,470,235		28.01%

		売上総利益率		26.49%		27.51%		33.29%		29.63%		25.68%



		エンジニアリング事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		441,015,879		468,226,127		633,981,015		592,026,700		711,995,492		12.72%

		売上総利益		159,289,843		164,456,220		239,093,264		229,254,761		266,787,183		13.76%

		売上総利益率		36.12%		35.12%		37.71%		38.72%		37.47%



		エンジニアリング事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ スイイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		914,077,011		857,990,516		1,071,198,455		1,125,027,210		1,273,984,406		8.65%

		売上総利益		299,282,758		336,329,191		411,996,259		364,304,938		433,701,330		9.72%

		売上総利益率		32.74%		39.20%		38.46%		32.38%		34.04%



		エンジニアリング事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,084,506,670		1,031,123,469		1,520,639,515		1,382,487,450		1,630,598,863		10.73%

		売上総利益		331,734,760		366,926,096		508,465,607		412,357,523		507,859,092		11.23%

		売上総利益率		30.59%		35.59%		33.44%		29.83%		31.15%



		エンジニアリング事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,272,732,746		1,293,930,868		1,696,719,414		1,713,530,199		2,092,306,781		13.23%

		売上総利益		388,139,523		459,135,348		529,995,984		505,453,396		663,766,157		14.36%

		売上総利益率		30.50%		35.48%		31.24%		29.50%		31.72%





入力シート_本部２

		ソリューションサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		378		506		906		864		1,228		34.2%

		売上総利益		114		155		351		284		419		38.4%

		売上高総利益率 ダカ		30.2%		30.8%		38.8%		32.9%		34.2%



		ソリューションサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		711		1,032		1,422		1,651		1,973		29.1%

		売上総利益		206		287		534		490		609		31.1%

		売上高総利益率 ダカ		29.0%		27.9%		37.6%		29.7%		30.9%



		ソリューションサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,059		1,492		1,983		2,316		2,957

		売上総利益		278		403		704		687		858

		売上高総利益率 ダカ		26.3%		27.1%		35.5%		29.7%		29.0%



		ソリューションサービス事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,572		2,072		2,619		3,086		4,354		29.0%

		売上総利益		416		569		872		914		1,118		28.0%

		売上高総利益率 ダカ		26.5%		27.5%		33.3%		29.6%		25.7%





		エンジニアリングサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		441		468		633		592		711		12.7%

		売上総利益		159		164		239		229		266		13.8%

		売上高総利益率 ダカ		36.1%		35.1%		37.7%		38.7%		37.5%



		エンジニアリングサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		914		857		1,071		1,125		1,273		8.7%

		売上総利益		299		336		411		364		433		9.7%

		売上高総利益率 ダカ		32.7%		39.2%		38.5%		32.4%		34.0%



		エンジニアリングサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,084		1,031		1,520		1,382		1,630		10.7%

		売上総利益		331		366		508		412		507		11.2%

		売上高総利益率 ダカ		30.6%		35.6%		33.4%		29.8%		31.1%



		エンジニアリングサービス事業　 期末実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,272		1,293		1,696		1,713		2,092		13.2%

		売上総利益		388		459		529		505		663		14.4%

		売上高総利益率 ダカ		30.5%		35.5%		31.2%		29.5%		31.7%



ソリューション事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	378	506	906	864	1228	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	114	155	351	284	419	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30213802715361721	0.30780182108269333	0.3881091868018009	0.32943583314470126	0.34154181810835293	









ソリューション事業 　2Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	711	1032	1422	1651	1973	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	206	287	534	490	609	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.29015845082312208	0.27874281055404698	0.37593382939302195	0.29688557569830382	0.30892375369931357	









エンジニアリング事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	441	468	633	592	711	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	159	164	239	229	266	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.36118845280852119	0.35123247191201701	0.37713000601445457	0.38723719893038611	0.37470347213939942	









売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	914	857	1071	1125	1273	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	299	336	411	364	433	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.32741525538705402	0.39199639707905581	0.38461244699984187	0.32381877945867638	0.34042907272445844	









ソリューション事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1572	2072	2619	3086	4354	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	416	569	872	914	1118	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.26486882900362618	0.27506719924273099	0.33288420265469248	0.29633466619891669	0.25683939404650247	









エンジニアリング事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1272	1293	1696	1713	2092	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	388	459	529	505	663	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30496545658926577	0.3548376187281746	0.31236513216439216	0.29497781614527591	0.31724131615286294	











上期_決算概要（前期比較）

				2021年12月期
2Q ネン ガツキ		前年同期 ゼンネンドウキ				2021年12月期
上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(2020年12月期 2Q) ネン ガツキ						(2020年12月期 上期) ネン ガツキ カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,307		1,320		△1.0%		3,247		2,776		17.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		357		340		4.9%		1,043		854		22.1%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		27.3%		25.8%		＋1.5Pt		32.1%		30.8%		＋1.3Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		202		172		17.8%		416		360		15.5%

		営業利益 エイギョウリエキ		154		168		△8.3%		626		493		26.9%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		11.8%		12.8%		△1.0Pt		19.3%		17.8%		＋1.5Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		156		169		△7.8%		685		497		37.8%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		107		112		△4.8%		464		334		38.8%



		一株当たり四半期純利益 ヒトカブア シハンキ ジュンリエキ								162円		117円







業績予想_固定値

				決算概要 ケッサン ガイヨウ		百万円単位 ヒャクマンエン タンイ																実額 ジツガク

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン		2020年度				2021年度												2020年度				2021年度

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ						実績(円） ジッセキ エン		構成比 コウセイ ヒ		実績（百万円） ジッセキ ヒャクマン エン		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,800		－		6,447		－		1,646		34.3%						4,800,324,585		100.0%		6,447,052,435		100.0%		1,646,727,850		34.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		686		14.3%		908		14.1%		221		32.3%						686,436,872		14.3%		908,172,037		14.1%		221,735,165		32.3%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		694		14.5%		1,022		15.9%		328		47.3%						694,632,298		14.5%		1,022,858,524		15.9%		328,226,226		47.3%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		474		9.9%		711		11.0%		236		49.8%						474,607,118		9.9%		711,040,186		11.0%		236,433,068		49.8%



				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキジュンリエキ		83.12円				124.53円				＋41.41円								83.12				124.53				41.41

				１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		10円				20円				+ 10円								10				20				10

				配当性向 ハイトウ セイコウ		12.0%				16.1%				+4.0%								12.0%				16.1%				4.0%



				発行済株式数（分割前） ハッコウズ カブシキスウ ブンカツマエ		2,858,400

				期中平均株式数（分割後） キチュウヘイキン カブシキスウ ブンカツゴ		5,710,187								5,709,972





















通期_決算概要（前期比較）

				FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,859		1,101		68.8%		6,447		4,800		34.3%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		415		320		29.7%		1,782		1,420		25.5%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		22.3%		29.1%		△6.7Pt		27.6%		29.6%		△1.9Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		243		192		26.6%		874		733		19.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		172		128		34.4%		908		686		32.4%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		9.3%		11.6%		△2.4Pt		14.1%		14.3%		△0.2Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		175		130		34.6%		1,022		694		47.3%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		142		89		59.6%		711		474		50.0%



		一株当たりの当期純利益 ヒトカブア トウキ ジュンリエキ								249円		166円







上期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 2Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 2Q)						(FY2020 上期) カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		322,368		335,451		△3.9%		912,061		527,026		73.1%

		製造業 セイゾウギョウ		357,612		390,344		△8.4%		897,058		937,022		△4.3%

		IT		31,427		34,202		△8.1%		80,166		89,106		△10.0%

		社会インフラ シャカイ		16,471		11,903		38.4%		55,846		66,029		△15.4%

		その他 タ		17,655		15,185		16.3%		28,541		32,742		△12.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				745,533		787,085		△5.3%		1,973,672		1,651,925		19.5%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		85,171		151,245		△43.7%		210,609		320,245		△34.2%

		環境 カンキョウ		109,576		93,689		17.0%		268,126		201,450		33.1%

		建設ICT ケンセツ		65,866		50,224		31.1%		167,188		137,893		21.2%

		まちづくり		109,880		42,100		161.0%		263,557		191,551		37.6%

		CIMソリューション		191,498		195,742		△2.2%		364,514		273,887		33.1%		←　物販 ブッパン

				561,991		533,000		5.4%		1,273,994		1,125,026		13.2%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,307,524		1,320,085		△1.0%		3,247,666		2,776,951		17.0%







通期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		0		253,561		△100.0%		1,375,014		1,031,817		33.3%

		製造業 セイゾウギョウ		0		430,860		△100.0%		1,358,187		1,705,968		△20.4%

		IT		0		42,095		△100.0%		122,538		184,619		△33.6%

		社会インフラ シャカイ		0		34,106		△100.0%		56,137		109,437		△48.7%

		その他 タ		0		10,017		△100.0%		45,574		54,950		△17.1%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				0		770,639		△100.0%		2,957,450		3,086,791		△4.2%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		0		55,960		△100.0%		262,229		402,455		△34.8%

		環境 カンキョウ		0		105,712		△100.0%		310,664		384,252		△19.2%

		建設ICT ケンセツ		0		53,584		△100.0%		192,384		208,024		△7.5%

		まちづくり		0		26,708		△100.0%		312,539		232,659		34.3%

		CIMソリューション		0		89,078		△100.0%		552,792		486,139		13.7%		←　物販 ブッパン

				0		331,042		△100.0%		1,630,608		1,713,529		△4.8%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		0		1,101,681		△100.0%		4,588,058		4,800,320		△4.4%







上期_売上高増減要因

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
上期実績 カミキジッセキ

		2,776,951		385,035		▲ 39,964		▲ 8,940		▲ 10,183		▲ 4,201		▲ 109,636		66,676		29,295		72,006		90,627		3,247,666







上期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		生産性向上等
による粗利増 セイサン セイ コウジョウ トウ アラリ ゾウ		①サブスク
事業運営支出 ウンエイ シシュツ		②販管費
等の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		③新規サービス
戦略的支出 シンキ センリャクテキシシュツ		FY2021
上期実績 カミキ ジッセキ

		493		144,881		160,270		▲ 23,569		▲ 55,809		▲ 92,904		626











		⓪ FY2021上期投資額 カミキ トウシガク										(116,473)

		① FY2020上期の売上総利益率 カミキ ウリアゲソウリエキリツ										0.3077970164

		② FY2020上期と同率だった場合のFY2021上期の売上総利益 カミキ ドウリツ バアイ カミキ ウリアゲソウリエキ										999,619

		③ 売上増による売上総利益増（②-FY2020上期売上総利益） ウリアゲ ゾウ ウリアゲソウリエキ ゾウ カミキ ウリアゲソウリエキ										144,881

		④ 本来のFY2021の売上総利益(売上総利益＋投資額） ホンライ ウリアゲソウリエキ ウリアゲソウリエキ トウシガク										1,159,889		投資額は売上原価にカウント。SIPは営業外でカウント トウシガク ウリアゲゲンカ エイギョウガイ

		⑤ 生産性向上等による売上総利益増（④-②） セイサンセイコウジョウ トウ ウ ウエ ソウリエキゾウ										160,270

		⑥ Boot.one（2021.1～6月）の総収益（経理データ） ガツ ソウシュウエキ ケイリ										(23,569)





通期_売上高増減要因 

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		4,800,320		343,197		▲ 347,781		▲ 62,081		▲ 53,300		▲ 9,376		▲ 140,226		▲ 73,588		▲ 15,640		79,880		66,653		4,588,058







通期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		稼働平準化
による粗利増 カドウヘイジュンカ アラリ ゾウ		サブスク事業
による粗利増 ジギョウ アラリ ゾウ		販管費等
の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		成長に向けた
戦略的支出 セイチョウ ム センリャクテキシシュツ		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		686		0		0		0		0		0		908		← 色付け欄の入力（単位：千円） イロツ ラン ニュウリョク タンイ センエン







2022年度業績予想

				2021年12月期 ネン ガツキ				2021年12月期 ネン ガツキ				2020年12月期 ネン ガツキ

				見込 ミコミ		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		5,500		ーー		5,500		ーー		4,800		ーー

				～ 6,000				～ 6,000

		営業利益 エイギョウリエキ		700		12.5%		700		12.7%		686		14.3%

				～ 750		～ 12.7%		～ 750

		経常利益 ケイジョウリエキ		800		14.2%		800		14.2%		694		14.5%

				～ 850		～ 14.5%		～ 850		～ 14.5%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		500		9.1%		500		9.2%		474		9.9%

				～ 550		～ 9.2%		～ 550		～ 9.1%















































































































Work

		2021年 ネン		1940		1442		2118

		2020年 ネン		1456		1320		922		1102

		2019年 ネン		1540		953		1011		812











		2021年 ネン		472		128

		2020年 ネン		325		168		193

		2019年 ネン		416		175		58





2021年	2020年	2019年	1940	1456	1540	2021年	2020年	2019年	1442	1320	953	2021年	2020年	2019年	2118	922	1011	2021年	2020年	2019年	1102	812	









2021年	2020年	2019年	472	325	416	2021年	2020年	2019年	128	168	175	2021年	2020年	2019年	193	58	2021年	2020年	2019年	









Work2

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1220071338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299029076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316320762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		-17291686		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		-14720920		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		-8735531		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1475560777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404976601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353605297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51371304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54181507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36264289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1822983297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455385000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397007141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58377859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63247824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65538710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2023368928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565438914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372830002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192608912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197342892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140341720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,000,000,000		営業利益
（レンジ）		500,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		600,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		410,000,000

				5,500,000,000				550,000,000				650,000,000				440,000,000

																						1,043,415,984



				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				昨年の上期売上総利益率 サクネン カミキ ウリアゲソウリエキリツ		0.3077970164		%

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996						0		3,247,657,996		5700000000		本年上期が同率の場合 ホンネン カミキ ドウリツ バアイ		999,619,442		円 エン

																				売上増に伴う粗利増 ウリアゲ ゾウ トモナ アラリ ゾウ		144,880,776		円 エン

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984						0		1,043,415,984		1650000000		差分（売上増以外の理由とする） サブン ウリアゲ ゾウ イガイ リユウ		43,796,542		円 エン

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333						0		416,719,333		880000000

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651						0		626,696,651		770000000

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744						0		685,172,744		877000000

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516						0		464,038,516		596360000



						FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				売上 ウリアゲ		2,846		3,366		4,317		4,800		5600

				営業利益 エイギョウリエキ		164		330		650		686		660

				経常利益 ケイジョウリエキ		171		335		658		695		780

				当期純利益 トウキジュンリエキ		119		226		474		475		530





営業利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	164.39475300000001	330.290437	649.67490499999997	686.43687199999999	660	経常利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	170.61232000000001	335.175118	657.80379300000004	694.63229799999999	780	当期純利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	118.834614	225.820145	473.84440499999999	474.60711800000001	530	売上	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	2845.500665	3366.0420159999999	4316.5174429999997	4800.3245850000003	5600	













（単位：百万円）

2021年度 決算概要(業績推移)

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 年平均成長率

売上高 2,845      3,366      4,316      4,800      6,447     22.7%

営業利益 164         330         649         686         908        53.3%
売上高営業利益率 5.8% 9.8% 15.1% 14.3% 14.1% ―
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入力シート_全社 (2016～) (2)

				2017年度 ネン ド		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		年平均成長率 ネン ヘイキンセイチョウリツ		2022年度		2023年度

		売上高		2,845		3,366		4,316		4,800		6,447		22.7%		6,800,000		7,300,000

		営業利益		164		330		649		686		908		53.3%		920,000		100,000

		売上高営業利益率 ウリアゲダカ リツ		5.8%		9.8%		15.1%		14.3%		14.1%		―		13.53%		1.37%









売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2845	3366	4316	4800	6447	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	164.39500000000001	330.29	649	686	908	売上高営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	5.7783831282952551E-2	9.8125371360665486E-2	0.151	0.14291666666666666	0.14084070110128741	











Work(中計進捗）

				2021年度		2022年度		2023年度

		売上高		6,400		6,800,000		7,300,000

		営業利益		840		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		13.13%		13.53%		1.37%





												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												6,400		5,000		5800		6500

												0		500		500		500



												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												840		500		580		650

												0		50		50		50



売上高



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	6400	5000	5800	6500	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	500	500	500	





営業利益



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	840	500	580	650	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	50	50	50	







入力シート_全社

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1,220,071,338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299,029,076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316,320,762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		(17,291,686)		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		(14,720,920)		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		(8,735,531)		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1,475,560,777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404,976,601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353,605,297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51,371,304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54,181,507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36,264,289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1,822,983,297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455,385,000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397,007,141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58,377,859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63,247,824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65,538,710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2,023,368,928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565,438,914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372,830,002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192,608,912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197,342,892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140,341,720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,500,000,000		営業利益
（レンジ）		700,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		800,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		500,000,000

				6,000,000,000				750,000,000				850,000,000				550,000,000





				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996		1,340,393,214				1,340,393,214		4,588,051,210

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984		323,065,114				323,065,114		1,366,481,098

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333		214,075,918				214,075,918		630,795,251

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651		108,989,196				108,989,196		735,685,847

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744		161,905,926				161,905,926		847,078,670

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516		104,428,746				104,428,746		568,467,262









入力シート_本部

				ソリューション本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		191,574,212		335,451,907		527,026,119		251,229,923		253,561,476		504,791,399		1,031,817,518

		製造業 セイゾウギョウ		546,678,225		390,344,750		937,022,975		338,085,420		430,860,413		768,945,833		1,705,968,808

		IT		54,904,755		34,202,031		89,106,786		53,417,265		42,095,329		95,512,594		184,619,380

		社会インフラ シャカイ		54,126,052		11,903,542		66,029,594		9,301,174		34,106,954		43,408,128		109,437,722

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		17,557,424		15,185,549		32,742,973		12,190,411		10,017,569		22,207,980		54,950,953

				864,840,668		787,087,779		1,651,928,447		664,224,193		770,641,741		1,434,865,934		3,086,794,381



				ソリューション本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		589,692,376		322,368,994		912,061,370		462,953,364				462,953,364		1,375,014,734

		製造業 セイゾウギョウ		539,445,468		357,612,873		897,058,341		461,129,010				461,129,010		1,358,187,351

		IT		48,739,000		31,427,095		80,166,095		42,372,266				42,372,266		122,538,361

		社会インフラ シャカイ		39,375,139		16,471,248		55,846,387		290,916				290,916		56,137,303

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		10,885,478		17,655,916		28,541,394		17,033,198				17,033,198		45,574,592

				1,228,137,461		745,536,126		1,973,673,587		983,778,754		-		983,778,754		2,957,452,341





				エンジニアリング本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		169,000,000		151,245,000		320,245,000		26,250,000		55,960,000		82,210,000		402,455,000

		環境 カンキョウ		107,761,286		93,689,000		201,450,286		77,090,000		105,712,000		182,802,000		384,252,286

		建設ICT ケンセツ		87,669,715		50,224,000		137,893,715		16,547,000		53,584,000		70,131,000		208,024,715

		まちづくり		149,451,000		42,100,000		191,551,000		14,400,000		26,708,000		41,108,000		232,659,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販		78,144,699		195,742,510		273,887,209		123,173,240		89,078,749		212,251,989		486,139,198

				592,026,700		533,000,510		1,125,027,210		257,460,240		331,042,749		588,502,989		1,713,530,199



				エンジニアリング本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		125,438,182		85,171,000		210,609,182		51,620,000				51,620,000		262,229,182

		環境 カンキョウ		158,550,000		109,576,000		268,126,000		42,538,000				42,538,000		310,664,000

		建設ICT ケンセツ		101,322,000		65,866,000		167,188,000		25,196,000				25,196,000		192,384,000

		まちづくり		153,677,000		109,880,000		263,557,000		48,982,000				48,982,000		312,539,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販
		

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		

funahasi: ＝物販		173,015,110		191,498,914		364,514,024		188,278,457				188,278,457		552,792,481

				712,002,292		561,991,914		1,273,994,206		356,614,457		-		356,614,457		1,630,608,663





		ソリューション事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		378,510,160		506,014,693		906,135,049		864,840,668		1,228,137,463		34.21%

		売上総利益		114,362,313		155,752,244		351,679,337		284,909,506		419,460,302		38.39%

		売上総利益率		30.21%		30.78%		38.81%		32.94%		34.15%



		ソリューション事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		711,352,316		1,032,490,723		1,422,335,691		1,651,928,447		1,973,673,590		29.06%

		売上総利益		206,404,886		287,799,366		534,704,103		490,433,728		609,714,654		31.10%

		売上総利益率		29.02%		27.87%		37.59%		29.69%		30.89%



		ソリューション事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,059,171,168		1,492,504,602		1,983,491,399		2,316,152,642		2,957,452,347		29.27%

		売上総利益		278,683,324		403,906,865		704,128,018		687,548,547		858,622,006		32.49%

		売上総利益率		26.31%		27.06%		35.50%		29.68%		29.03%



		ソリューション事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,572,767,919		2,072,111,148		2,619,798,029		3,086,794,386		4,348,400,000		28.95%

		売上総利益		416,577,197		569,969,810		872,089,378		914,724,184		1,341,700,000		33.96%

		売上総利益率		26.49%		27.51%		33.29%		29.63%		30.86%



		エンジニアリング事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		441,015,879		468,226,127		633,981,015		592,026,700		711,995,492		12.72%

		売上総利益		159,289,843		164,456,220		239,093,264		229,254,761		266,787,183		13.76%

		売上総利益率		36.12%		35.12%		37.71%		38.72%		37.47%



		エンジニアリング事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ スイイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		914,077,011		857,990,516		1,071,198,455		1,125,027,210		1,273,984,406		8.65%

		売上総利益		299,282,758		336,329,191		411,996,259		364,304,938		433,701,330		9.72%

		売上総利益率		32.74%		39.20%		38.46%		32.38%		34.04%



		エンジニアリング事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,084,506,670		1,031,123,469		1,520,639,515		1,382,487,450		1,630,598,863		10.73%

		売上総利益		331,734,760		366,926,096		508,465,607		412,357,523		507,859,092		11.23%

		売上総利益率		30.59%		35.59%		33.44%		29.83%		31.15%



		エンジニアリング事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,272,732,746		1,293,930,868		1,696,719,414		1,713,530,199		2,068,700,000		12.91%

		売上総利益		388,139,523		459,135,348		529,995,984		505,453,396		630,800,000		12.91%

		売上総利益率		30.50%		35.48%		31.24%		29.50%		30.49%





入力シート_本部２

		ソリューションサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		378		506		906		864		1,228		34.2%

		売上総利益		114		155		351		284		419		38.4%

		売上高総利益率 ダカ		30.2%		30.8%		38.8%		32.9%		34.2%



		ソリューションサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		711		1,032		1,422		1,651		1,973		29.1%

		売上総利益		206		287		534		490		609		31.1%

		売上高総利益率 ダカ		29.0%		27.9%		37.6%		29.7%		30.9%



		ソリューションサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,059		1,492		1,983		2,316		2,957

		売上総利益		278		403		704		687		858

		売上高総利益率 ダカ		26.3%		27.1%		35.5%		29.7%		29.0%



		ソリューションサービス事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,572		2,072		2,619		3,086		4,348		28.9%

		売上総利益		416		569		872		914		1,341		34.0%

		売上高総利益率 ダカ		26.5%		27.5%		33.3%		29.6%		30.9%





		エンジニアリングサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		441		468		633		592		711		12.7%

		売上総利益		159		164		239		229		266		13.8%

		売上高総利益率 ダカ		36.1%		35.1%		37.7%		38.7%		37.5%



		エンジニアリングサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		914		857		1,071		1,125		1,273		8.7%

		売上総利益		299		336		411		364		433		9.7%

		売上高総利益率 ダカ		32.7%		39.2%		38.5%		32.4%		34.0%



		エンジニアリングサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,084		1,031		1,520		1,382		1,630		10.7%

		売上総利益		331		366		508		412		507		11.2%

		売上高総利益率 ダカ		30.6%		35.6%		33.4%		29.8%		31.1%



		エンジニアリングサービス事業　 期末実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,272		1,293		1,696		1,713		2,068		12.9%

		売上総利益		388		459		529		505		630		12.9%

		売上高総利益率 ダカ		30.5%		35.5%		31.2%		29.5%		30.5%



ソリューション事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	378	506	906	864	1228	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	114	155	351	284	419	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30213802715361721	0.30780182108269333	0.3881091868018009	0.32943583314470126	0.34154181810835293	









ソリューション事業 　2Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	711	1032	1422	1651	1973	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	206	287	534	490	609	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.29015845082312208	0.27874281055404698	0.37593382939302195	0.29688557569830382	0.30892375369931357	









エンジニアリング事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	441	468	633	592	711	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	159	164	239	229	266	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.36118845280852119	0.35123247191201701	0.37713000601445457	0.38723719893038611	0.37470347213939942	









売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	914	857	1071	1125	1273	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	299	336	411	364	433	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.32741525538705402	0.39199639707905581	0.38461244699984187	0.32381877945867638	0.34042907272445844	









ソリューション事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1572	2072	2619	3086	4348	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	416	569	872	914	1341	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.26486882900362618	0.27506719924273099	0.33288420265469248	0.29633466619891669	0.30855027136417995	









エンジニアリング事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1272	1293	1696	1713	2068	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	388	459	529	505	630	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30496545658926577	0.3548376187281746	0.31236513216439216	0.29497781614527591	0.30492579881084741	











上期_決算概要（前期比較）

				2021年12月期
2Q ネン ガツキ		前年同期 ゼンネンドウキ				2021年12月期
上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(2020年12月期 2Q) ネン ガツキ						(2020年12月期 上期) ネン ガツキ カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,307		1,320		△1.0%		3,247		2,776		17.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		357		340		4.9%		1,043		854		22.1%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		27.3%		25.8%		＋1.5Pt		32.1%		30.8%		＋1.3Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		202		172		17.8%		416		360		15.5%

		営業利益 エイギョウリエキ		154		168		△8.3%		626		493		26.9%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		11.8%		12.8%		△1.0Pt		19.3%		17.8%		＋1.5Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		156		169		△7.8%		685		497		37.8%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		107		112		△4.8%		464		334		38.8%



		一株当たり四半期純利益 ヒトカブア シハンキ ジュンリエキ								162円		117円







通期_決算概要（前期比較）

				FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		0		1,101		△100.0%		4,588		4,800		△4.4%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		0		320		△100.0%		1,366		1,420		△3.8%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		ERROR:#DIV/0!		29.1%		ERROR:#DIV/0!		29.8%		29.6%		＋0.2Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		0		192		△100.0%		630		733		△14.1%

		営業利益 エイギョウリエキ		0		128		△100.0%		735		686		7.1%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		ERROR:#DIV/0!		11.6%		ERROR:#DIV/0!		16.0%		14.3%		＋1.7Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		0		130		△100.0%		847		694		22.0%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		0		89		△100.0%		568		474		19.8%



		一株当たりの当期純利益 ヒトカブア トウキ ジュンリエキ								0円		0円







上期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 2Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 2Q)						(FY2020 上期) カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		322,368		335,451		△3.9%		912,061		527,026		73.1%

		製造業 セイゾウギョウ		357,612		390,344		△8.4%		897,058		937,022		△4.3%

		IT		31,427		34,202		△8.1%		80,166		89,106		△10.0%

		社会インフラ シャカイ		16,471		11,903		38.4%		55,846		66,029		△15.4%

		その他 タ		17,655		15,185		16.3%		28,541		32,742		△12.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				745,533		787,085		△5.3%		1,973,672		1,651,925		19.5%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		85,171		151,245		△43.7%		210,609		320,245		△34.2%

		環境 カンキョウ		109,576		93,689		17.0%		268,126		201,450		33.1%

		建設ICT ケンセツ		65,866		50,224		31.1%		167,188		137,893		21.2%

		まちづくり		109,880		42,100		161.0%		263,557		191,551		37.6%

		CIMソリューション		191,498		195,742		△2.2%		364,514		273,887		33.1%		←　物販 ブッパン

				561,991		533,000		5.4%		1,273,994		1,125,026		13.2%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,307,524		1,320,085		△1.0%		3,247,666		2,776,951		17.0%







通期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		0		253,561		△100.0%		1,375,014		1,031,817		33.3%

		製造業 セイゾウギョウ		0		430,860		△100.0%		1,358,187		1,705,968		△20.4%

		IT		0		42,095		△100.0%		122,538		184,619		△33.6%

		社会インフラ シャカイ		0		34,106		△100.0%		56,137		109,437		△48.7%

		その他 タ		0		10,017		△100.0%		45,574		54,950		△17.1%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				0		770,639		△100.0%		2,957,450		3,086,791		△4.2%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		0		55,960		△100.0%		262,229		402,455		△34.8%

		環境 カンキョウ		0		105,712		△100.0%		310,664		384,252		△19.2%

		建設ICT ケンセツ		0		53,584		△100.0%		192,384		208,024		△7.5%

		まちづくり		0		26,708		△100.0%		312,539		232,659		34.3%

		CIMソリューション		0		89,078		△100.0%		552,792		486,139		13.7%		←　物販 ブッパン

				0		331,042		△100.0%		1,630,608		1,713,529		△4.8%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		0		1,101,681		△100.0%		4,588,058		4,800,320		△4.4%







上期_売上高増減要因

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
上期実績 カミキジッセキ

		2,776,951		385,035		▲ 39,964		▲ 8,940		▲ 10,183		▲ 4,201		▲ 109,636		66,676		29,295		72,006		90,627		3,247,666







上期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		生産性向上等
による粗利増 セイサン セイ コウジョウ トウ アラリ ゾウ		①サブスク
事業運営支出 ウンエイ シシュツ		②販管費
等の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		③新規サービス
戦略的支出 シンキ センリャクテキシシュツ		FY2021
上期実績 カミキ ジッセキ

		493		144,881		160,270		▲ 23,569		▲ 55,809		▲ 92,904		626











		⓪ FY2021上期投資額 カミキ トウシガク										(116,473)

		① FY2020上期の売上総利益率 カミキ ウリアゲソウリエキリツ										0.3077970164

		② FY2020上期と同率だった場合のFY2021上期の売上総利益 カミキ ドウリツ バアイ カミキ ウリアゲソウリエキ										999,619

		③ 売上増による売上総利益増（②-FY2020上期売上総利益） ウリアゲ ゾウ ウリアゲソウリエキ ゾウ カミキ ウリアゲソウリエキ										144,881

		④ 本来のFY2021の売上総利益(売上総利益＋投資額） ホンライ ウリアゲソウリエキ ウリアゲソウリエキ トウシガク										1,159,889		投資額は売上原価にカウント。SIPは営業外でカウント トウシガク ウリアゲゲンカ エイギョウガイ

		⑤ 生産性向上等による売上総利益増（④-②） セイサンセイコウジョウ トウ ウ ウエ ソウリエキゾウ										160,270

		⑥ Boot.one（2021.1～6月）の総収益（経理データ） ガツ ソウシュウエキ ケイリ										(23,569)





通期_売上高増減要因 

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		4,800,320		343,197		▲ 347,781		▲ 62,081		▲ 53,300		▲ 9,376		▲ 140,226		▲ 73,588		▲ 15,640		79,880		66,653		4,588,058







通期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		稼働平準化
による粗利増 カドウヘイジュンカ アラリ ゾウ		サブスク事業
による粗利増 ジギョウ アラリ ゾウ		販管費等
の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		成長に向けた
戦略的支出 セイチョウ ム センリャクテキシシュツ		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		686		0		0		0		0		0		735		← 色付け欄の入力（単位：千円） イロツ ラン ニュウリョク タンイ センエン







2022年度業績予想

				2021年12月期 ネン ガツキ				2021年12月期 ネン ガツキ				2020年12月期 ネン ガツキ

				見込 ミコミ		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		5,500		ーー		5,500		ーー		4,800		ーー

				～ 6,000				～ 6,000

		営業利益 エイギョウリエキ		700		12.5%		700		12.7%		686		14.3%

				～ 750		～ 12.7%		～ 750

		経常利益 ケイジョウリエキ		800		14.2%		800		14.2%		694		14.5%

				～ 850		～ 14.5%		～ 850		～ 14.5%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		500		9.1%		500		9.2%		474		9.9%

				～ 550		～ 9.2%		～ 550		～ 9.1%















































































































Work

		2021年 ネン		1940		1442		2118

		2020年 ネン		1456		1320		922		1102

		2019年 ネン		1540		953		1011		812











		2021年 ネン		472		128

		2020年 ネン		325		168		193

		2019年 ネン		416		175		58





2021年	2020年	2019年	1940	1456	1540	2021年	2020年	2019年	1442	1320	953	2021年	2020年	2019年	2118	922	1011	2021年	2020年	2019年	1102	812	









2021年	2020年	2019年	472	325	416	2021年	2020年	2019年	128	168	175	2021年	2020年	2019年	193	58	2021年	2020年	2019年	









Work2

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1220071338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299029076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316320762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		-17291686		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		-14720920		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		-8735531		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1475560777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404976601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353605297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51371304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54181507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36264289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1822983297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455385000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397007141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58377859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63247824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65538710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2023368928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565438914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372830002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192608912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197342892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140341720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,000,000,000		営業利益
（レンジ）		500,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		600,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		410,000,000

				5,500,000,000				550,000,000				650,000,000				440,000,000

																						1,043,415,984



				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				昨年の上期売上総利益率 サクネン カミキ ウリアゲソウリエキリツ		0.3077970164		%

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996						0		3,247,657,996		5700000000		本年上期が同率の場合 ホンネン カミキ ドウリツ バアイ		999,619,442		円 エン

																				売上増に伴う粗利増 ウリアゲ ゾウ トモナ アラリ ゾウ		144,880,776		円 エン

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984						0		1,043,415,984		1650000000		差分（売上増以外の理由とする） サブン ウリアゲ ゾウ イガイ リユウ		43,796,542		円 エン

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333						0		416,719,333		880000000

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651						0		626,696,651		770000000

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744						0		685,172,744		877000000

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516						0		464,038,516		596360000



						FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				売上 ウリアゲ		2,846		3,366		4,317		4,800		5600

				営業利益 エイギョウリエキ		164		330		650		686		660

				経常利益 ケイジョウリエキ		171		335		658		695		780

				当期純利益 トウキジュンリエキ		119		226		474		475		530





営業利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	164.39475300000001	330.290437	649.67490499999997	686.43687199999999	660	経常利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	170.61232000000001	335.175118	657.80379300000004	694.63229799999999	780	当期純利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	118.834614	225.820145	473.84440499999999	474.60711800000001	530	売上	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	2845.500665	3366.0420159999999	4316.5174429999997	4800.3245850000003	5600	
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2021年度 2022年度 2023年度
売上高 50～55億円 58～63億円 65～70億円
戦略的支出 3.0億円 3.5億円 4.0億円
営業利益 5.0～5.5億円 5.8～6.3億円 6.5～7.0億円
売上高営業利益率 10.0% 10.0% 10.0%

2021年度実績
売上高 64.47億円
戦略的支出 3.31億円
営業利益 9.08億円
売上高営業利益率 14.1%

中期経営計画「OGI Challenge2023」計画

中期経営計画の進捗状況
中期経営計画初年度の2021年度実績は、売上高を１年前倒しで達成し、営業利益は戦略
的支出を吸収し「OGI Challenge2023」の最終年度の計画を達成した。
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ソリューションサービス事業

設・設備のお客様に対して、BIM、CAD、施工管理、設備設計など幅広い領域で、お客様
のビジネスプロセス(設計、構造、省エネ、施工、点検）を改善するサービスを提供していま
す。

建

図情報(GIS)を活用し、電力・ガス・建設・不動産・物流などのお客様の業務効率化
の支援をしています。地

製造業のお客様の課題に対して、自社開発パッケージとCAD技術を活かし、お客様のビジネ
スプロセス(営業活動～設計～アフターサービス)を改善するサービスを提供しています。

製造
DX

お客様が抱えておられる課題の抽出やニーズの確認、システム導入による効果の検討などをお客様
目線で行い、当社保有のパッケージを活用した業務の効率化を実現します。

建設
DX
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ソリューション事業 業績推移

売上高 営業利益 売上高営業利益率

（百万円）

年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 年平均成長率
売上高 1,572        2,072        2,619        3,086        4,354        29.0%
営業利益 174          290          720          779          955          53.1%
売上高営業利益率 11.1% 14.0% 27.5% 25.3% 21.9% ―

ソリューションサービス事業　 業績推移

ソリューションサービス事業 業績推移

製造業の分野では、住宅設備・建材・什器メー
カーから顧客接点DX化に係る大型案件の受注
が堅調に推移。また、BIMを活用した見積設計
システム等の案件とコンサルサービスが増加。

建設業の分野では、toBIMサービスの拡大を背
景にゼネコン・サブコンからの受注が拡大。
複数のサブスクリプション事業(BooT.one, 
ConnecT.one, WCP, FamilyBrowser)の戦
略的支出を実施しつつも増益。

なお、売上高営業利益率は toBIM, toDMG
両事業への戦略的支出の増加により減少してい
る。

（単位：百万円）
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入力シート_全社 (2016～) (2)

				2017年度 ネン ド		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		平均成長率 ヘイキンセイチョウリツ		2022年度		2023年度

		売上高		2,846		3,366		4,317		4,800		6,447		22.7%		6,800,000		7,300,000

		営業利益		164		330		650		686		908		53.3%		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		5.8%		9.8%		15.1%		14.3%		14.1%				13.53%		1.37%









売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2845.5010000000002	3366.0419999999999	4316.5169999999998	4800.3249999999998	6447.0524349999996	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	164.39500000000001	330.29	649.67499999999995	686.43700000000001	908.17203700000005	営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	5.7773657433260434E-2	9.8124146995194964E-2	0.1505090794267693	0.14299802617531104	0.14086624021695274	











Work(中計進捗）

				2021年度		2022年度		2023年度

		売上高		6,447		6,800,000		7,300,000

		営業利益		908		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		14.1%		13.5%		1.4%





												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												6,447		5,000		5800		6500

												0		500		500		500



												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												908		500		580		650

												0		50		50		50



売上高



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	6447.0524349999996	5000	5800	6500	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	500	500	500	





営業利益



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	908.17203700000005	500	580	650	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	50	50	50	







入力シート_全社

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1,220,071,338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299,029,076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316,320,762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		(17,291,686)		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		(14,720,920)		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		(8,735,531)		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1,475,560,777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404,976,601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353,605,297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51,371,304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54,181,507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36,264,289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1,822,983,297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455,385,000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397,007,141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58,377,859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63,247,824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65,538,710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2,023,368,928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565,438,914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372,830,002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192,608,912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197,342,892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140,341,720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,500,000,000		営業利益
（レンジ）		700,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		800,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		500,000,000

				6,000,000,000				750,000,000				850,000,000				550,000,000





				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996		1,340,393,214		1,859,001,225		3,199,394,439		6,447,052,435

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984		323,065,114		415,755,294		738,820,408		1,782,236,392

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333		214,075,918		243,269,104		457,345,022		874,064,355

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651		108,989,196		172,486,190		281,475,386		908,172,037

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744		161,905,926		175,779,854		337,685,780		1,022,858,524

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516		104,428,746		142,572,924		247,001,670		711,040,186









入力シート_本部（セグメント別）

				ソリューション本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		191,574,212		335,451,907		527,026,119		251,229,923		253,561,476		504,791,399		1,031,817,518

		製造業 セイゾウギョウ		546,678,225		390,344,750		937,022,975		338,085,420		430,860,413		768,945,833		1,705,968,808

		IT		54,904,755		34,202,031		89,106,786		53,417,265		42,095,329		95,512,594		184,619,380

		社会インフラ シャカイ		54,126,052		11,903,542		66,029,594		9,301,174		34,106,954		43,408,128		109,437,722

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		17,557,424		15,185,549		32,742,973		12,190,411		10,017,569		22,207,980		54,950,953

				864,840,668		787,087,779		1,651,928,447		664,224,193		770,641,741		1,434,865,934		3,086,794,381



				ソリューション本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		589,746,376		322,422,994		912,169,370		465,981,096		664730677		1,130,711,773		2,042,881,143

		製造業 セイゾウギョウ		541,845,468		358,752,873		900,598,341		479,808,435		672867850		1,152,676,285		2,053,274,626

		IT		46,285,000		30,233,095		76,518,095		26,309,266		25395588		51,704,854		128,222,949

		社会インフラ シャカイ		39,375,139		16,471,248		55,846,387		397,876		12793782		13,191,658		69,038,045

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		10,885,478		17,655,916		28,541,394		11,282,081		21595409		32,877,490		61,418,884

				1,228,137,461		745,536,126		1,973,673,587		983,778,754		1,397,383,306		2,381,162,060		4,354,835,647





				エンジニアリング本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		169,000,000		151,245,000		320,245,000		26,250,000		55,960,000		82,210,000		402,455,000

		環境 カンキョウ		107,761,286		93,689,000		201,450,286		77,090,000		105,712,000		182,802,000		384,252,286

		建設ICT ケンセツ		87,669,715		50,224,000		137,893,715		16,547,000		53,584,000		70,131,000		208,024,715

		まちづくり		149,451,000		42,100,000		191,551,000		14,400,000		26,708,000		41,108,000		232,659,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販		78,144,699		195,742,510		273,887,209		123,173,240		89,078,749		212,251,989		486,139,198

				592,026,700		533,000,510		1,125,027,210		257,460,240		331,042,749		588,502,989		1,713,530,199



				エンジニアリング本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		125,438,182		85,171,000		210,609,182		51,620,000				51,620,000		262,229,182

		環境 カンキョウ		158,550,000		109,576,000		268,126,000		42,538,000				42,538,000		310,664,000

		建設ICT ケンセツ		101,322,000		65,866,000		167,188,000		25,196,000				25,196,000		192,384,000

		まちづくり		153,677,000		109,880,000		263,557,000		48,982,000				48,982,000		312,539,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販
		

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		

funahasi: ＝物販		173,015,110		191,498,914		364,514,024		188,278,457				188,278,457		552,792,481

				712,002,292		561,991,914		1,273,994,206		356,614,457		-		356,614,457		1,630,608,663





		ソリューション事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		378,510,160		506,014,693		906,135,049		864,840,668		1,228,137,463		34.21%

		売上総利益		114,362,313		155,752,244		351,679,337		284,909,506		419,460,302		38.39%

		売上総利益率		30.21%		30.78%		38.81%		32.94%		34.15%



		ソリューション事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率				711,352,316

		売上高		697,202,316		1,032,490,723		1,422,335,691		1,651,928,447		1,973,673,590		29.71%				206,404,886

		売上総利益		206,038,719		287,799,366		534,704,103		490,433,728		609,714,654		31.16%

		売上総利益率		29.55%		27.87%		37.59%		29.69%		30.89%



		ソリューション事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,059,171,168		1,492,504,602		1,983,491,399		2,316,152,642		2,957,452,347		29.27%

		売上総利益		278,683,324		403,906,865		704,128,018		687,548,547		858,622,006		32.49%

		売上総利益率		26.31%		27.06%		35.50%		29.68%		29.03%



		ソリューション事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		年平均成長率 ネンヘイキン

		売上高		1,572,767,919		2,072,111,148		2,619,798,029		3,086,794,386		4,354,745,654		29.00%

		売上総利益		416,577,197		569,969,810		872,089,378		914,724,184		1,118,470,235		28.01%

		売上総利益率		26.49%		27.51%		33.29%		29.63%		25.68%

		営業利益 エイギョウリエキ		174,105,863		290,644,892		720,892,878		779,887,613		955,860,022		53.07%

		売上高営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.07%		14.03%		27.52%		25.27%		21.95%





		エンジニアリング事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		441,015,879		468,226,127		633,981,015		592,026,700		711,995,492		12.72%

		売上総利益		159,289,843		164,456,220		239,093,264		229,254,761		266,787,183		13.76%

		売上総利益率		36.12%		35.12%		37.71%		38.72%		37.47%



		エンジニアリング事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ スイイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		914,077,011		857,990,516		1,071,198,455		1,125,027,210		1,273,984,406		8.65%

		売上総利益		299,282,758		336,329,191		411,996,259		364,304,938		433,701,330		9.72%

		売上総利益率		32.74%		39.20%		38.46%		32.38%		34.04%



		エンジニアリング事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,084,506,670		1,031,123,469		1,520,639,515		1,382,487,450		1,630,598,863		10.73%

		売上総利益		331,734,760		366,926,096		508,465,607		412,357,523		507,859,092		11.23%

		売上総利益率		30.59%		35.59%		33.44%		29.83%		31.15%



		エンジニアリング事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		年平均成長率 ネンヘイキン

		売上高		1,272,732,746		1,293,930,868		1,696,719,414		1,713,530,199		2,092,306,781		13.23%

		売上総利益		388,139,523		459,135,348		529,995,984		505,453,396		663,766,157		14.36%

		売上総利益率		30.50%		35.48%		31.24%		29.50%		31.72%

		営業利益 エイギョウリエキ		242,509,841		318,318,767		412,440,605		393,285,785		540,130,946		22.16%

		売上高営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		19.05%		24.60%		24.31%		22.95%		25.82%







入力シート_本部（グラフ用）

		ソリューションサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		378		506		906		864		1,228		34.2%

		売上総利益		114		155		351		284		419		38.4%

		売上高総利益率 ダカ		30.2%		30.8%		38.8%		32.9%		34.2%



		ソリューションサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		697		1,032		1,422		1,651		1,973		29.7%

		売上総利益		206		287		534		490		609		31.2%

		売上高総利益率 ダカ		29.6%		27.9%		37.6%		29.7%		30.9%



		ソリューションサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,059		1,492		1,983		2,316		2,957

		売上総利益		278		403		704		687		858

		売上高総利益率 ダカ		26.3%		27.1%		35.5%		29.7%		29.0%



		ソリューションサービス事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド		2019年度 ネン ド		2020年度 ネン ド		2021年度 ネン ド		年平均成長率

		売上高		1,572		2,072		2,619		3,086		4,354		29.0%

		営業利益 エイギョウリエキ		174		290		720		779		955		53.1%

		売上高営業利益率 ダカ エイギョウ		11.1%		14.0%		27.5%		25.3%		21.9%		―





		エンジニアリングサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		441		468		633		592		711		12.7%

		売上総利益		159		164		239		229		266		13.8%

		売上高総利益率 ダカ		36.1%		35.1%		37.7%		38.7%		37.5%



		エンジニアリングサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		914		857		1,071		1,125		1,273		8.7%

		売上総利益		299		336		411		364		433		9.7%

		売上高総利益率 ダカ		32.7%		39.2%		38.5%		32.4%		34.0%



		エンジニアリングサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,084		1,031		1,520		1,382		1,630		10.7%

		売上総利益		331		366		508		412		507		11.2%

		売上高総利益率 ダカ		30.6%		35.6%		33.4%		29.8%		31.1%



		エンジニアリングサービス事業　 期末実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,272		1,293		1,696		1,713		2,092		13.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		242		318		412		393		540		22.2%

		売上高営業利益率 ダカ エイギョウ		19.0%		24.6%		24.3%		22.9%		25.8%



ソリューション事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	378	506	906	864	1228	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	114	155	351	284	419	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30213802715361721	0.30780182108269333	0.3881091868018009	0.32943583314470126	0.34154181810835293	









ソリューション事業 　2Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	697	1032	1422	1651	1973	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	206	287	534	490	609	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.29552213793850907	0.27874281055404698	0.37593382939302195	0.29688557569830382	0.30892375369931357	









エンジニアリング事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	441	468	633	592	711	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	159	164	239	229	266	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.36118845280852119	0.35123247191201701	0.37713000601445457	0.38723719893038611	0.37470347213939942	









売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	914	857	1071	1125	1273	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	299	336	411	364	433	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.32741525538705402	0.39199639707905581	0.38461244699984187	0.32381877945867638	0.34042907272445844	









ソリューション事業 　業績推移



売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	1572	2072	2619	3086	4354	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	174	290	720	779	955	売上高営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	0.11070028889621572	0.1402651070530315	0.27517116587616153	0.25265291933182882	0.21949847314779591	









エンジニアリング事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1272	1293	1696	1713	2092	営業利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	242	318	412	393	540	売上高営業利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.19025157232704404	0.24593967517401391	0.24292452830188679	0.22942206654991243	0.25812619502868067	











上期_決算概要（前期比較）

				2021年12月期
2Q ネン ガツキ		前年同期 ゼンネンドウキ				2021年12月期
上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(2020年12月期 2Q) ネン ガツキ						(2020年12月期 上期) ネン ガツキ カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,307		1,320		△1.0%		3,247		2,776		17.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		357		340		4.9%		1,043		854		22.1%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		27.3%		25.8%		＋1.5Pt		32.1%		30.8%		＋1.3Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		202		172		17.8%		416		360		15.5%

		営業利益 エイギョウリエキ		154		168		△8.3%		626		493		26.9%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		11.8%		12.8%		△1.0Pt		19.3%		17.8%		＋1.5Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		156		169		△7.8%		685		497		37.8%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		107		112		△4.8%		464		334		38.8%



		一株当たり四半期純利益 ヒトカブア シハンキ ジュンリエキ								162円		117円







業績予想_固定値

				決算概要 ケッサン ガイヨウ		百万円単位 ヒャクマンエン タンイ																実額 ジツガク

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン		2020年度				2021年度												2020年度				2021年度

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ						実績(円） ジッセキ エン		構成比 コウセイ ヒ		実績（百万円） ジッセキ ヒャクマン エン		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,800		－		6,447		－		1,646		0.0%						4,800,324,585		100.0%		6,447,052,435		100.0%		1,646,727,850		34.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		686		14.3%		908		14.1%		221		0.0%						686,436,872		14.3%		908,172,037		14.1%		221,735,165		32.3%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		694		14.5%		1,022		15.9%		328		0.0%						694,632,298		14.5%		1,022,858,524		15.9%		328,226,226		47.3%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		474		9.9%		711		11.0%		236		0.0%						474,607,118		9.9%		711,040,186		11.0%		236,433,068		49.8%



				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキジュンリエキ		166.04円				248.75円				＋82.72円								166.04				248.75				82.72

				１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		20円				40円				+ 20円								20				40				20

				配当性向 ハイトウ セイコウ		12.0%				16.1%				+4.0%								12.0%				16.1%				4.0%



				発行済み株式数 ハッコウズ カブシキスウ		2,858,400























通期_決算概要（前期比較）

				FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,859		1,101		68.8%		6,447		4,800		34.3%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		415		320		29.7%		1,782		1,420		25.5%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		22.3%		29.1%		△6.7Pt		27.6%		29.6%		△1.9Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		243		192		26.6%		874		733		19.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		172		128		34.4%		908		686		32.4%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		9.3%		11.6%		△2.4Pt		14.1%		14.3%		△0.2Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		175		130		34.6%		1,022		694		47.3%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		142		89		59.6%		711		474		50.0%



		一株当たりの当期純利益 ヒトカブア トウキ ジュンリエキ								249円		166円







上期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 2Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 2Q)						(FY2020 上期) カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		322,422		335,451		△3.9%		912,169		527,026		73.1%

		製造業 セイゾウギョウ		358,752		390,344		△8.1%		900,598		937,022		△3.9%

		IT		30,233		34,202		△11.6%		76,518		89,106		△14.1%

		社会インフラ シャカイ		16,471		11,903		38.4%		55,846		66,029		△15.4%

		その他 タ		17,655		15,185		16.3%		28,541		32,742		△12.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				745,533		787,085		△5.3%		1,973,672		1,651,925		19.5%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		85,171		151,245		△43.7%		210,609		320,245		△34.2%

		環境 カンキョウ		109,576		93,689		17.0%		268,126		201,450		33.1%

		建設ICT ケンセツ		65,866		50,224		31.1%		167,188		137,893		21.2%

		まちづくり		109,880		42,100		161.0%		263,557		191,551		37.6%

		CIMソリューション		191,498		195,742		△2.2%		364,514		273,887		33.1%		←　物販 ブッパン

				561,991		533,000		5.4%		1,273,994		1,125,026		13.2%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,307,524		1,320,085		△1.0%		3,247,666		2,776,951		17.0%







通期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		664,730		253,561		162.2%		2,042,881		1,031,817		98.0%

		製造業 セイゾウギョウ		672,867		430,860		56.2%		2,053,274		1,705,968		20.4%

		IT		25,395		42,095		△39.7%		128,222		184,619		△30.5%

		社会インフラ シャカイ		12,793		34,106		△62.5%		69,038		109,437		△36.9%

		その他 タ		21,595		10,017		115.6%		61,418		54,950		11.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				1,397,380		770,639		81.3%		4,354,833		3,086,791		41.1%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		0		55,960		△100.0%		262,229		402,455		△34.8%

		環境 カンキョウ		0		105,712		△100.0%		310,664		384,252		△19.2%

		建設ICT ケンセツ		0		53,584		△100.0%		192,384		208,024		△7.5%

		まちづくり		0		26,708		△100.0%		312,539		232,659		34.3%

		CIMソリューション		0		89,078		△100.0%		552,792		486,139		13.7%		←　物販 ブッパン

				0		331,042		△100.0%		1,630,608		1,713,529		△4.8%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,397,380		1,101,681		26.8%		5,985,441		4,800,320		24.7%







上期_売上高増減要因

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
上期実績 カミキジッセキ

		2,776,951		385,143		▲ 36,424		▲ 12,588		▲ 10,183		▲ 4,201		▲ 109,636		66,676		29,295		72,006		90,627		3,247,666







上期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		生産性向上等
による粗利増 セイサン セイ コウジョウ トウ アラリ ゾウ		①サブスク
事業運営支出 ウンエイ シシュツ		②販管費
等の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		③新規サービス
戦略的支出 シンキ センリャクテキシシュツ		FY2021
上期実績 カミキ ジッセキ

		493		144,881		160,270		▲ 23,569		▲ 55,809		▲ 92,904		626











		⓪ FY2021上期投資額 カミキ トウシガク										(116,473)

		① FY2020上期の売上総利益率 カミキ ウリアゲソウリエキリツ										0.3077970164

		② FY2020上期と同率だった場合のFY2021上期の売上総利益 カミキ ドウリツ バアイ カミキ ウリアゲソウリエキ										999,619

		③ 売上増による売上総利益増（②-FY2020上期売上総利益） ウリアゲ ゾウ ウリアゲソウリエキ ゾウ カミキ ウリアゲソウリエキ										144,881

		④ 本来のFY2021の売上総利益(売上総利益＋投資額） ホンライ ウリアゲソウリエキ ウリアゲソウリエキ トウシガク										1,159,889		投資額は売上原価にカウント。SIPは営業外でカウント トウシガク ウリアゲゲンカ エイギョウガイ

		⑤ 生産性向上等による売上総利益増（④-②） セイサンセイコウジョウ トウ ウ ウエ ソウリエキゾウ										160,270

		⑥ Boot.one（2021.1～6月）の総収益（経理データ） ガツ ソウシュウエキ ケイリ										(23,569)





通期_売上高増減要因 

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		4,800,320		1,011,064		347,306		▲ 56,397		▲ 40,399		6,468		▲ 140,226		▲ 73,588		▲ 15,640		79,880		66,653		5,985,441







通期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		稼働平準化
による粗利増 カドウヘイジュンカ アラリ ゾウ		サブスク事業
による粗利増 ジギョウ アラリ ゾウ		販管費等
の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		成長に向けた
戦略的支出 セイチョウ ム センリャクテキシシュツ		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		686		0		0		0		0		0		908		← 色付け欄の入力（単位：千円） イロツ ラン ニュウリョク タンイ センエン







2022年度業績予想

				2021年12月期 ネン ガツキ				2021年12月期 ネン ガツキ				2020年12月期 ネン ガツキ

				見込 ミコミ		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		5,500		ーー		5,500		ーー		4,800		ーー

				～ 6,000				～ 6,000

		営業利益 エイギョウリエキ		700		12.5%		700		12.7%		686		14.3%

				～ 750		～ 12.7%		～ 750

		経常利益 ケイジョウリエキ		800		14.2%		800		14.2%		694		14.5%

				～ 850		～ 14.5%		～ 850		～ 14.5%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		500		9.1%		500		9.2%		474		9.9%

				～ 550		～ 9.2%		～ 550		～ 9.1%















































































































Work

		2021年 ネン		1940		1442		2118

		2020年 ネン		1456		1320		922		1102

		2019年 ネン		1540		953		1011		812











		2021年 ネン		472		128

		2020年 ネン		325		168		193

		2019年 ネン		416		175		58





2021年	2020年	2019年	1940	1456	1540	2021年	2020年	2019年	1442	1320	953	2021年	2020年	2019年	2118	922	1011	2021年	2020年	2019年	1102	812	









2021年	2020年	2019年	472	325	416	2021年	2020年	2019年	128	168	175	2021年	2020年	2019年	193	58	2021年	2020年	2019年	









Work2

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1220071338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299029076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316320762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		-17291686		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		-14720920		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		-8735531		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1475560777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404976601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353605297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51371304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54181507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36264289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1822983297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455385000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397007141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58377859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63247824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65538710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2023368928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565438914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372830002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192608912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197342892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140341720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,000,000,000		営業利益
（レンジ）		500,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		600,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		410,000,000

				5,500,000,000				550,000,000				650,000,000				440,000,000

																						1,043,415,984



				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				昨年の上期売上総利益率 サクネン カミキ ウリアゲソウリエキリツ		0.3077970164		%

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996						0		3,247,657,996		5700000000		本年上期が同率の場合 ホンネン カミキ ドウリツ バアイ		999,619,442		円 エン

																				売上増に伴う粗利増 ウリアゲ ゾウ トモナ アラリ ゾウ		144,880,776		円 エン

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984						0		1,043,415,984		1650000000		差分（売上増以外の理由とする） サブン ウリアゲ ゾウ イガイ リユウ		43,796,542		円 エン

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333						0		416,719,333		880000000

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651						0		626,696,651		770000000

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744						0		685,172,744		877000000

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516						0		464,038,516		596360000



						FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				売上 ウリアゲ		2,846		3,366		4,317		4,800		5600

				営業利益 エイギョウリエキ		164		330		650		686		660

				経常利益 ケイジョウリエキ		171		335		658		695		780

				当期純利益 トウキジュンリエキ		119		226		474		475		530





営業利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	164.39475300000001	330.290437	649.67490499999997	686.43687199999999	660	経常利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	170.61232000000001	335.175118	657.80379300000004	694.63229799999999	780	当期純利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	118.834614	225.820145	473.84440499999999	474.60711800000001	530	売上	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	2845.500665	3366.0420159999999	4316.5174429999997	4800.3245850000003	5600	













エンジニアリングサービス事業

環

建

都

境・防災分野での専門性と数値シミュレーション技術を活かし、『防災・減災対策』、『環
境保全』、『社会資本の維持管理』に関するエンジニアリングサービスを提供しています。

設情報分野では、建設ICT、CIM、3次元モデリング、GIS技術を活用し、建設生産性の
向上のためのマネジメント、公共・インフラ分野に関するマネジメントを支援しています。

市・地域分野での環境・社会調査技術を活かし、『生活環境改善対策』 、『社会資本、
民間施設の環境保全』に関するコンサルティングサービスを提供しています。

エンジニアリングサービス事業は３つの分野を柱に、課題解決型のコンサルティングサービスで社会に貢献しています

環境
防災

建設
情報

都市
地域
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エンジニアリング事業 業績推移

売上高 営業利益 売上高営業利益率

（百万円）

年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 年平均成長率
売上高 1,272        1,293        1,696        1,713        2,092        13.2%
営業利益 242          318          412          393          540          22.2%
売上高営業利益率 19.1% 24.6% 24.3% 23.0% 25.8% ―

エンジニアリングサービス事業　 業績推移

エンジニアリングサービス事業 業績推移

地方自治体管轄の中小河川を対象とした浸水
想定業務、ならびに河川構造物の構造解析業
務が増加。CIMの導入コンサルも好調。

環境関連業務は、再生可能エネルギー関連、
大型商業施設、大型物流施設などの業務や民
間の都市開発事業に係る環境影響評価業務
の受注が増加。

今後は、防災減災・環境の技術にBIM、CIM、
Generative Designを加え「まちづくり
（SuperCity, SmartCity)」事業の拡大をめざす。

（単位：百万円）
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入力シート_全社 (2016～) (2)

				2017年度 ネン ド		2018年度		2019年度		2020年度		2021年度		平均成長率 ヘイキンセイチョウリツ		2022年度		2023年度

		売上高		2,846		3,366		4,317		4,800		6,447		22.7%		6,800,000		7,300,000

		営業利益		164		330		650		686		908		53.3%		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		5.8%		9.8%		15.1%		14.3%		14.1%				13.53%		1.37%









売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	2845.5010000000002	3366.0419999999999	4316.5169999999998	4800.3249999999998	6447.0524349999996	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	164.39500000000001	330.29	649.67499999999995	686.43700000000001	908.17203700000005	営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	5.7773657433260434E-2	9.8124146995194964E-2	0.1505090794267693	0.14299802617531104	0.14086624021695274	











Work(中計進捗）

				2021年度		2022年度		2023年度

		売上高		6,447		6,800,000		7,300,000

		営業利益		908		920,000		100,000

		営業利益率 リツ		14.1%		13.5%		1.4%





												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												6,447		5,000		5800		6500

												0		500		500		500



												2021年度
実績 ネン ド ジッセキ		2021年度
計画 ネン ド ケイカク		2022年度
計画 ネン ド ケイカク		2023年度
計画 ネン ド ケイカク

												908		500		580		650

												0		50		50		50



売上高



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	6447.0524349999996	5000	5800	6500	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	500	500	500	





営業利益



2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	908.17203700000005	500	580	650	2021年度	
実績	2021年度	
計画	2022年度	
計画	2023年度	
計画	0	50	50	50	







入力シート_全社

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1,220,071,338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299,029,076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316,320,762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		(17,291,686)		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		(14,720,920)		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		(8,735,531)		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1,475,560,777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404,976,601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353,605,297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51,371,304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54,181,507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36,264,289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1,822,983,297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455,385,000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397,007,141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58,377,859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63,247,824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65,538,710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2,023,368,928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565,438,914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372,830,002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192,608,912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197,342,892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140,341,720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,500,000,000		営業利益
（レンジ）		700,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		800,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		500,000,000

				6,000,000,000				750,000,000				850,000,000				550,000,000





				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996		1,340,393,214		1,859,001,225		3,199,394,439		6,447,052,435

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984		323,065,114		415,755,294		738,820,408		1,782,236,392

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333		214,075,918		243,269,104		457,345,022		874,064,355

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651		108,989,196		172,486,190		281,475,386		908,172,037

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744		161,905,926		175,779,854		337,685,780		1,022,858,524

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516		104,428,746		142,572,924		247,001,670		711,040,186









入力シート_本部（セグメント別）

				ソリューション本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		191,574,212		335,451,907		527,026,119		251,229,923		253,561,476		504,791,399		1,031,817,518

		製造業 セイゾウギョウ		546,678,225		390,344,750		937,022,975		338,085,420		430,860,413		768,945,833		1,705,968,808

		IT		54,904,755		34,202,031		89,106,786		53,417,265		42,095,329		95,512,594		184,619,380

		社会インフラ シャカイ		54,126,052		11,903,542		66,029,594		9,301,174		34,106,954		43,408,128		109,437,722

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		17,557,424		15,185,549		32,742,973		12,190,411		10,017,569		22,207,980		54,950,953

				864,840,668		787,087,779		1,651,928,447		664,224,193		770,641,741		1,434,865,934		3,086,794,381



				ソリューション本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		建設業 ケンセツギョウ		589,746,376		322,422,994		912,169,370		465,981,096		664730677		1,130,711,773		2,042,881,143

		製造業 セイゾウギョウ		541,845,468		358,752,873		900,598,341		479,808,435		672867850		1,152,676,285		2,053,274,626

		IT		46,285,000		30,233,095		76,518,095		26,309,266		25395588		51,704,854		128,222,949

		社会インフラ シャカイ		39,375,139		16,471,248		55,846,387		397,876		12793782		13,191,658		69,038,045

		その他 タ

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		10,885,478		17,655,916		28,541,394		11,282,081		21595409		32,877,490		61,418,884

				1,228,137,461		745,536,126		1,973,673,587		983,778,754		1,397,383,306		2,381,162,060		4,354,835,647





				エンジニアリング本部　　FY2020 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		169,000,000		151,245,000		320,245,000		26,250,000		55,960,000		82,210,000		402,455,000

		環境 カンキョウ		107,761,286		93,689,000		201,450,286		77,090,000		105,712,000		182,802,000		384,252,286

		建設ICT ケンセツ		87,669,715		50,224,000		137,893,715		16,547,000		53,584,000		70,131,000		208,024,715

		まちづくり		149,451,000		42,100,000		191,551,000		14,400,000		26,708,000		41,108,000		232,659,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販		78,144,699		195,742,510		273,887,209		123,173,240		89,078,749		212,251,989		486,139,198

				592,026,700		533,000,510		1,125,027,210		257,460,240		331,042,749		588,502,989		1,713,530,199



				エンジニアリング本部　　FY2021 セグメント別売上 ホンブ ベツ ウリアゲ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		防災 ボウサイ		166,650,000		85,171,000		251,821,000		49,520,000		98,700,000		148,220,000		400,041,000

		環境 カンキョウ		116,102,182		109,576,000		225,678,182		44,638,000		111,179,000		155,817,000		381,495,182

		建設ICT ケンセツ		99,489,000		65,866,000		165,355,000		25,196,000		50,869,091		76,065,091		241,420,091

		まちづくり		155,160,000		109,880,000		265,040,000		48,982,000		29,570,000		78,552,000		343,592,000

		CIMソリューション

funahasi: ＝物販
		

funahasi: ＝その他＋公共＋不動産
		

funahasi: ＝物販		174,594,310		191,498,914		366,093,224		188,278,457		171,389,827		359,668,284		725,761,508

				711,995,492		561,991,914		1,273,987,406		356,614,457		461,707,918		818,322,375		2,092,309,781





		ソリューション事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		378,510,160		506,014,693		906,135,049		864,840,668		1,228,137,463		34.21%

		売上総利益		114,362,313		155,752,244		351,679,337		284,909,506		419,460,302		38.39%

		売上総利益率		30.21%		30.78%		38.81%		32.94%		34.15%



		ソリューション事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率				711,352,316

		売上高		697,202,316		1,032,490,723		1,422,335,691		1,651,928,447		1,973,673,590		29.71%				206,404,886

		売上総利益		206,038,719		287,799,366		534,704,103		490,433,728		609,714,654		31.16%

		売上総利益率		29.55%		27.87%		37.59%		29.69%		30.89%



		ソリューション事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,059,171,168		1,492,504,602		1,983,491,399		2,316,152,642		2,957,452,347		29.27%

		売上総利益		278,683,324		403,906,865		704,128,018		687,548,547		858,622,006		32.49%

		売上総利益率		26.31%		27.06%		35.50%		29.68%		29.03%



		ソリューション事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		年平均成長率 ネンヘイキン

		売上高		1,572,767,919		2,072,111,148		2,619,798,029		3,086,794,386		4,354,745,654		29.00%

		売上総利益		416,577,197		569,969,810		872,089,378		914,724,184		1,118,470,235		28.01%

		売上総利益率		26.49%		27.51%		33.29%		29.63%		25.68%

		営業利益 エイギョウリエキ		174,105,863		290,644,892		720,892,878		779,887,613		955,860,022		53.07%

		売上高営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		11.07%		14.03%		27.52%		25.27%		21.95%





		エンジニアリング事業　 1Q実績推移

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		441,015,879		468,226,127		633,981,015		592,026,700		711,995,492		12.72%

		売上総利益		159,289,843		164,456,220		239,093,264		229,254,761		266,787,183		13.76%

		売上総利益率		36.12%		35.12%		37.71%		38.72%		37.47%



		エンジニアリング事業　 2Q累計実績推移 ルイケイ スイイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		914,077,011		857,990,516		1,071,198,455		1,125,027,210		1,273,984,406		8.65%

		売上総利益		299,282,758		336,329,191		411,996,259		364,304,938		433,701,330		9.72%

		売上総利益率		32.74%		39.20%		38.46%		32.38%		34.04%



		エンジニアリング事業　 3Q累計実績推移 ルイケイ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		成長率

		売上高		1,084,506,670		1,031,123,469		1,520,639,515		1,382,487,450		1,630,598,863		10.73%

		売上総利益		331,734,760		366,926,096		508,465,607		412,357,523		507,859,092		11.23%

		売上総利益率		30.59%		35.59%		33.44%		29.83%		31.15%



		エンジニアリング事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021		年平均成長率 ネンヘイキン

		売上高		1,272,732,746		1,293,930,868		1,696,719,414		1,713,530,199		2,092,306,781		13.23%

		売上総利益		388,139,523		459,135,348		529,995,984		505,453,396		663,766,157		14.36%

		売上総利益率		30.50%		35.48%		31.24%		29.50%		31.72%

		営業利益 エイギョウリエキ		242,509,841		318,318,767		412,440,605		393,285,785		540,130,946		22.16%

		売上高営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		19.05%		24.60%		24.31%		22.95%		25.82%







入力シート_本部（グラフ用）

		ソリューションサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		378		506		906		864		1,228		34.2%

		売上総利益		114		155		351		284		419		38.4%

		売上高総利益率 ダカ		30.2%		30.8%		38.8%		32.9%		34.2%



		ソリューションサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		697		1,032		1,422		1,651		1,973		29.7%

		売上総利益		206		287		534		490		609		31.2%

		売上高総利益率 ダカ		29.6%		27.9%		37.6%		29.7%		30.9%



		ソリューションサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,059		1,492		1,983		2,316		2,957

		売上総利益		278		403		704		687		858

		売上高総利益率 ダカ		26.3%		27.1%		35.5%		29.7%		29.0%



		ソリューションサービス事業　 業績推移 ギョウセキ

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,572		2,072		2,619		3,086		4,354		29.0%

		営業利益 エイギョウリエキ		174		290		720		779		955		53.1%

		売上高営業利益率 ダカ エイギョウ		11.1%		14.0%		27.5%		25.3%		21.9%





		エンジニアリングサービス事業　 1Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		441		468		633		592		711		12.7%

		売上総利益		159		164		239		229		266		13.8%

		売上高総利益率 ダカ		36.1%		35.1%		37.7%		38.7%		37.5%



		エンジニアリングサービス事業　 2Q実績

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		914		857		1,071		1,125		1,273		8.7%

		売上総利益		299		336		411		364		433		9.7%

		売上高総利益率 ダカ		32.7%		39.2%		38.5%		32.4%		34.0%



		エンジニアリングサービス事業　 3Q実績推移

		年度		2017年
12月期 ネン ガツキ		2018年
12月期 ネン ガツキ		2019年
12月期 ネン ガツキ		2020年
12月期 ネン ガツキ		2021年
12月期 ネン ガツキ		年平均成長率

		売上高		1,084		1,031		1,520		1,382		1,630		10.7%

		売上総利益		331		366		508		412		507		11.2%

		売上高総利益率 ダカ		30.6%		35.6%		33.4%		29.8%		31.1%



		エンジニアリングサービス事業　 業績推移 ギョウセキスイイ

		年度		2017年度 ネン ド		2018年度 ネン ド		2019年度 ネン ド		2020年度 ネン ド		2021年度 ネン ド		年平均成長率

		売上高		1,272		1,293		1,696		1,713		2,092		13.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		242		318		412		393		540		22.2%

		売上高営業利益率 ダカ エイギョウ		19.1%		24.6%		24.3%		23.0%		25.8%		―



ソリューション事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	378	506	906	864	1228	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	114	155	351	284	419	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.30213802715361721	0.30780182108269333	0.3881091868018009	0.32943583314470126	0.34154181810835293	









ソリューション事業 　2Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	697	1032	1422	1651	1973	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	206	287	534	490	609	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.29552213793850907	0.27874281055404698	0.37593382939302195	0.29688557569830382	0.30892375369931357	









エンジニアリング事業 　1Q推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	441	468	633	592	711	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	159	164	239	229	266	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.36118845280852119	0.35123247191201701	0.37713000601445457	0.38723719893038611	0.37470347213939942	









売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	914	857	1071	1125	1273	売上総利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	299	336	411	364	433	売上高総利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.32741525538705402	0.39199639707905581	0.38461244699984187	0.32381877945867638	0.34042907272445844	









ソリューション事業 　業績推移



売上高	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	1572	2072	2619	3086	4354	営業利益	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	174	290	720	779	955	売上高営業利益率	2017年	
12月期	2018年	
12月期	2019年	
12月期	2020年	
12月期	2021年	
12月期	0.11070028889621572	0.1402651070530315	0.27517116587616153	0.25265291933182882	0.21949847314779591	









エンジニアリング事業 　業績推移



売上高	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	1272	1293	1696	1713	2092	営業利益	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	242	318	412	393	540	売上高営業利益率	2017年度	2018年度	2019年度	2020年度	2021年度	0.191	0.24593967517401391	0.24292452830188679	0.23	0.25812619502868067	











上期_決算概要（前期比較）

				2021年12月期
2Q ネン ガツキ		前年同期 ゼンネンドウキ				2021年12月期
上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(2020年12月期 2Q) ネン ガツキ						(2020年12月期 上期) ネン ガツキ カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,307		1,320		△1.0%		3,247		2,776		17.0%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		357		340		4.9%		1,043		854		22.1%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		27.3%		25.8%		＋1.5Pt		32.1%		30.8%		＋1.3Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		202		172		17.8%		416		360		15.5%

		営業利益 エイギョウリエキ		154		168		△8.3%		626		493		26.9%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		11.8%		12.8%		△1.0Pt		19.3%		17.8%		＋1.5Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		156		169		△7.8%		685		497		37.8%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		107		112		△4.8%		464		334		38.8%



		一株当たり四半期純利益 ヒトカブア シハンキ ジュンリエキ								162円		117円







業績予想_固定値

				決算概要 ケッサン ガイヨウ		百万円単位 ヒャクマンエン タンイ																実額 ジツガク

				単位：百万円 タンイ ヒャクマンエン		2020年度				2021年度												2020年度				2021年度

						実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ						実績(円） ジッセキ エン		構成比 コウセイ ヒ		実績（百万円） ジッセキ ヒャクマン エン		構成比 コウセイ ヒ		増減額 ゾウゲンガク		増減率 ゾウゲン リツ

				売上高 ウリアゲ ダカ		4,800		－		6,447		－		1,646		0.0%						4,800,324,585		100.0%		6,447,052,435		100.0%		1,646,727,850		34.3%

				営業利益 エイギョウ リエキ		686		14.3%		908		14.1%		221		0.0%						686,436,872		14.3%		908,172,037		14.1%		221,735,165		32.3%

				経常利益 ケイジョウ リエキ		694		14.5%		1,022		15.9%		328		0.0%						694,632,298		14.5%		1,022,858,524		15.9%		328,226,226		47.3%

				当期純利益 トウキ ジュンリエキ		474		9.9%		711		11.0%		236		0.0%						474,607,118		9.9%		711,040,186		11.0%		236,433,068		49.8%



				１株当たり当期純利益 カブ ア トウキジュンリエキ		166.04円				248.75円				＋82.72円								166.04				248.75				82.72

				１株当たり配当金 カブ ア ハイトウキン		20円				40円				+ 20円								20				40				20

				配当性向 ハイトウ セイコウ		12.0%				16.1%				+4.0%								12.0%				16.1%				4.0%



				発行済み株式数 ハッコウズ カブシキスウ		2,858,400























通期_決算概要（前期比較）

				FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		売上高 ウリアゲダカ		1,859		1,101		68.8%		6,447		4,800		34.3%

		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		415		320		29.7%		1,782		1,420		25.5%

		売上高総利益率 ウリアゲ ダカ ソウ リエキ リツ		22.3%		29.1%		△6.7Pt		27.6%		29.6%		△1.9Pt

		販売費及び
一般管理費 ハンバイヒオヨ イッパンカンリヒ		243		192		26.6%		874		733		19.2%

		営業利益 エイギョウリエキ		172		128		34.4%		908		686		32.4%

		営業利益率 エイギョウリエキリツ		9.3%		11.6%		△2.4Pt		14.1%		14.3%		△0.2Pt

		経常利益 ケイジョウリエキ		175		130		34.6%		1,022		694		47.3%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		142		89		59.6%		711		474		50.0%



		一株当たりの当期純利益 ヒトカブア トウキ ジュンリエキ								249円		166円







上期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 2Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 上期 カミキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 2Q)						(FY2020 上期) カミキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		322,422		335,451		△3.9%		912,169		527,026		73.1%

		製造業 セイゾウギョウ		358,752		390,344		△8.1%		900,598		937,022		△3.9%

		IT		30,233		34,202		△11.6%		76,518		89,106		△14.1%

		社会インフラ シャカイ		16,471		11,903		38.4%		55,846		66,029		△15.4%

		その他 タ		17,655		15,185		16.3%		28,541		32,742		△12.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				745,533		787,085		△5.3%		1,973,672		1,651,925		19.5%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		85,171		151,245		△43.7%		251,821		320,245		△21.4%

		環境 カンキョウ		109,576		93,689		17.0%		225,678		201,450		12.0%

		建設ICT ケンセツ		65,866		50,224		31.1%		165,355		137,893		19.9%

		まちづくり		109,880		42,100		161.0%		265,040		191,551		38.4%

		CIMソリューション		191,498		195,742		△2.2%		366,093		273,887		33.7%		←　物販 ブッパン

				561,991		533,000		5.4%		1,273,987		1,125,026		13.2%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,307,524		1,320,085		△1.0%		3,247,659		2,776,951		17.0%







通期_セグメント別　決算概要（前期比較）

		(単位：千円) タンイ セン エン		FY2021 4Q		前年同期 ゼンネンドウキ				FY2021 通期 ツウキ		前年同期 ゼンネンドウキ

						(FY2020 4Q)						(FY2020 通期) ツウキ

						実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ				実績 ジッセキ		増減率 ゾウゲンリツ

		■ソリューション本部 ホンブ

		建設業 ケンセツギョウ		664,730		253,561		162.2%		2,042,881		1,031,817		98.0%

		製造業 セイゾウギョウ		672,867		430,860		56.2%		2,053,274		1,705,968		20.4%

		IT		25,395		42,095		△39.7%		128,222		184,619		△30.5%

		社会インフラ シャカイ		12,793		34,106		△62.5%		69,038		109,437		△36.9%

		その他 タ		21,595		10,017		115.6%		61,418		54,950		11.8%		←　その他＋公共＋不動産 タ コウキョウ フドウサン

				1,397,380		770,639		81.3%		4,354,833		3,086,791		41.1%

		■エンジニアリング本部 ホンブ

		防災・減災 ボウサイ ゲンサイ		98,700		55,960		76.4%		400,041		402,455		△0.6%

		環境 カンキョウ		111,179		105,712		5.2%		381,495		384,252		△0.7%

		建設ICT ケンセツ		50,869		53,584		△5.1%		241,420		208,024		16.1%

		まちづくり		29,570		26,708		10.7%		343,592		232,659		47.7%

		CIMソリューション		171,389		89,078		92.4%		725,761		486,139		49.3%		←　物販 ブッパン

				461,707		331,042		39.5%		2,092,309		1,713,529		22.1%

		売上高合計 ウリアゲダカゴウケイ		1,859,087		1,101,681		68.8%		6,447,142		4,800,320		34.3%







上期_売上高増減要因

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
上期実績 カミキジッセキ

		2,776,951		385,143		▲ 36,424		▲ 12,588		▲ 10,183		▲ 4,201		▲ 68,424		24,228		27,462		73,489		92,206		3,247,659







上期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
上期実績 カミキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		生産性向上等
による粗利増 セイサン セイ コウジョウ トウ アラリ ゾウ		①サブスク
事業運営支出 ウンエイ シシュツ		②販管費
等の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		③新規サービス
戦略的支出 シンキ センリャクテキシシュツ		FY2021
上期実績 カミキ ジッセキ

		493		144,881		160,270		▲ 23,569		▲ 55,809		▲ 92,904		626











		⓪ FY2021上期投資額 カミキ トウシガク										(116,473)

		① FY2020上期の売上総利益率 カミキ ウリアゲソウリエキリツ										0.3077970164

		② FY2020上期と同率だった場合のFY2021上期の売上総利益 カミキ ドウリツ バアイ カミキ ウリアゲソウリエキ										999,619

		③ 売上増による売上総利益増（②-FY2020上期売上総利益） ウリアゲ ゾウ ウリアゲソウリエキ ゾウ カミキ ウリアゲソウリエキ										144,881

		④ 本来のFY2021の売上総利益(売上総利益＋投資額） ホンライ ウリアゲソウリエキ ウリアゲソウリエキ トウシガク										1,159,889		投資額は売上原価にカウント。SIPは営業外でカウント トウシガク ウリアゲゲンカ エイギョウガイ

		⑤ 生産性向上等による売上総利益増（④-②） セイサンセイコウジョウ トウ ウ ウエ ソウリエキゾウ										160,270

		⑥ Boot.one（2021.1～6月）の総収益（経理データ） ガツ ソウシュウエキ ケイリ										(23,569)





通期_売上高増減要因 

		セグメント別　YtoY 増減額 ベツ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		建設業		製造業		IT		社会インフラ		その他		防災・減災		環境		建設ICT		まちづくり		CIMソリューション		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		4,800,320		1,011,064		347,306		▲ 56,397		▲ 40,399		6,468		▲ 2,414		▲ 2,757		33,396		110,933		239,622		6,447,142







通期_営業利益増減要因

		　営業利益　YtoY 増減額 エイギョウリエキ ゾウゲンガク

		FY2020
通期実績 ツウキ ジッセキ		売上増加
による粗利増 ウリアゲ ゾウ クワ アラリ ゾウ		稼働平準化
による粗利増 カドウヘイジュンカ アラリ ゾウ		サブスク事業
による粗利増 ジギョウ アラリ ゾウ		販管費等
の増加 ハンカンヒ トウ ゾウカ		成長に向けた
戦略的支出 セイチョウ ム センリャクテキシシュツ		FY2021
通期実績 ツウキ ジッセキ

		686		0		0		0		0		0		908		← 色付け欄の入力（単位：千円） イロツ ラン ニュウリョク タンイ センエン







2022年度業績予想

				2021年12月期 ネン ガツキ				2021年12月期 ネン ガツキ				2020年12月期 ネン ガツキ

				見込 ミコミ		売上比 ウリアゲ ヒ		計画 ケイカク		売上比 ウリアゲ ヒ		実績 ジッセキ		売上比 ウリアゲヒ

		売上高 ウリアゲダカ		5,500		ーー		5,500		ーー		4,800		ーー

				～ 6,000				～ 6,000

		営業利益 エイギョウリエキ		700		12.5%		700		12.7%		686		14.3%

				～ 750		～ 12.7%		～ 750

		経常利益 ケイジョウリエキ		800		14.2%		800		14.2%		694		14.5%

				～ 850		～ 14.5%		～ 850		～ 14.5%

		当期純利益 トウキ ジュンリエキ		500		9.1%		500		9.2%		474		9.9%

				～ 550		～ 9.2%		～ 550		～ 9.1%















































































































Work

		2021年 ネン		1940		1442		2118

		2020年 ネン		1456		1320		922		1102

		2019年 ネン		1540		953		1011		812











		2021年 ネン		472		128

		2020年 ネン		325		168		193

		2019年 ネン		416		175		58





2021年	2020年	2019年	1940	1456	1540	2021年	2020年	2019年	1442	1320	953	2021年	2020年	2019年	2118	922	1011	2021年	2020年	2019年	1102	812	









2021年	2020年	2019年	472	325	416	2021年	2020年	2019年	128	168	175	2021年	2020年	2019年	193	58	2021年	2020年	2019年	









Work2

				FY2017実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		819,526,039		805,903,288		1,625,429,327		518,248,511		701,822,827		1220071338		2,845,500,665						0.311110

		売上総利益		273,652,156		232,035,488		505,687,644		104,730,440		194,298,636		299029076		804,716,720

		販管費		159,145,267		164,855,938		324,001,205		163,019,356		153,301,406		316320762		640,321,967

		営業利益		114,506,889		67,179,550		181,686,439		-58,288,916		40,997,230		-17291686		164,394,753

		経常利益		117,144,790		68,188,450		185,333,240		-57,193,221		42,472,301		-14720920		170,612,320

		当期利益		80,220,379		47,349,766		127,570,145		-41,145,616		32,410,085		-8735531		118,834,614



				FY2018実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		974,240,820		916,240,419		1,890,481,239		633,146,832		842,413,945		1475560777		3,366,042,016						0.330143

		売上総利益		320,208,464		303,920,093		624,128,557		146,704,404		258,272,197		404976601		1,029,105,158

		販管費		175,098,586		170,110,838		345,209,424		167,796,245		185,809,052		353605297		698,814,721

		営業利益		145,109,878		133,809,255		278,919,133		-21,091,841		72,463,145		51371304		330,290,437

		経常利益		146,316,001		134,677,610		280,993,611		-19,930,835		74,112,342		54181507		335,175,118

		当期利益		100,911,038		88,644,818		189,555,856		-13,791,043		50,055,332		36264289		225,820,145





				FY2019実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,540,116,064		953,418,082		2,493,534,146		1,010,596,768		812,386,529		1822983297		4,316,517,443						0.379662

		売上総利益		590,772,601		355,927,761		946,700,362		265,893,263		189,491,737		455385000		1,402,085,362

		販管費		173,918,744		181,484,572		355,403,316		185,859,491		211,147,650		397007141		752,410,457

		営業利益		416,853,857		174,443,189		591,297,046		80,033,772		-21,655,913		58377859		649,674,905

		経常利益		418,353,116		176,202,853		594,555,969		82,359,417		-19,111,593		63247824		657,803,793

		当期利益		288,786,558		119,519,137		408,305,695		49,890,012		15,648,698		65538710		473,844,405



				FY2020実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ

		売上高		1,456,867,368		1,320,088,289		2,776,955,657		921,684,435		1,101,684,493		2023368928		4,800,324,585						0.307797

		売上総利益		514,164,267		340,574,399		854,738,666		245,167,404		320,271,510		565438914		1,420,177,580

		販管費		188,712,043		172,198,663		360,910,706		180,696,684		192,133,318		372830002		733,740,708

		営業利益		325,452,224		168,375,736		493,827,960		64,470,720		128,138,192		192608912		686,436,872

		経常利益		327,376,481		169,912,925		497,289,406		66,670,687		130,672,205		197342892		694,632,298

		当期利益		221,417,383		112,848,015		334,265,398		51,289,695		89,052,025		140341720		474,607,118









		FY2021計画 ケイカク

		売上高
（レンジ）		5,000,000,000		営業利益
（レンジ）		500,000,000		経常利益
（レンジ） ケイジョウリエキ		600,000,000		当期純利益
（レンジ） トウキジュンリエキ		410,000,000

				5,500,000,000				550,000,000				650,000,000				440,000,000

																						1,043,415,984



				FY2021実績 ジッセキ

				1Q		2Q		上期 カミキ		3Q		4Q		下期 シモキ		通期 ツウキ				昨年の上期売上総利益率 サクネン カミキ ウリアゲソウリエキリツ		0.3077970164		%

		売上高		1,940,132,955		1,307,525,041		3,247,657,996						0		3,247,657,996		5700000000		本年上期が同率の場合 ホンネン カミキ ドウリツ バアイ		999,619,442		円 エン

																				売上増に伴う粗利増 ウリアゲ ゾウ トモナ アラリ ゾウ		144,880,776		円 エン

		売上総利益		686,247,485		357,168,499		1,043,415,984						0		1,043,415,984		1650000000		差分（売上増以外の理由とする） サブン ウリアゲ ゾウ イガイ リユウ		43,796,542		円 エン

		販管費		213,885,263		202,834,070		416,719,333						0		416,719,333		880000000

		営業利益		472,362,222		154,334,429		626,696,651						0		626,696,651		770000000

		経常利益		528,444,912		156,727,832		685,172,744						0		685,172,744		877000000

		当期利益		356,621,709		107,416,807		464,038,516						0		464,038,516		596360000



						FY2017		FY2018		FY2019		FY2020		FY2021

				売上 ウリアゲ		2,846		3,366		4,317		4,800		5600

				営業利益 エイギョウリエキ		164		330		650		686		660

				経常利益 ケイジョウリエキ		171		335		658		695		780

				当期純利益 トウキジュンリエキ		119		226		474		475		530





営業利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	164.39475300000001	330.290437	649.67490499999997	686.43687199999999	660	経常利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	170.61232000000001	335.175118	657.80379300000004	694.63229799999999	780	当期純利益	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	118.834614	225.820145	473.84440499999999	474.60711800000001	530	売上	FY2017	FY2018	FY2019	FY2020	FY2021	2845.500665	3366.0420159999999	4316.5174429999997	4800.3245850000003	5600	













中期経営計画の見直しと
2022年12月期の業績予想
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計画 2020年度実績 2021年度実績 2022年度 2023年度
売上高 48.00億円 64.47億円 65～70億円 70～75億円
戦略的支出 1.73億円 3.31億円 4.0～4.5億円 4.5～5.0億円
営業利益 6.86億円 9.08億円 7.0～7.5億円 7.5～8.0億円
売上高営業利益率 14.3% 14.1% 10.7% 10.7%

前中期経営計画 当初の中期経営計画
計画 2020年度実績 2021年度 2022年度 2023年度

売上高 48.00億円 50～55億円 58～63億円 65～70億円
戦略的支出 1.73億円 3.0億円 3.5億円 4.0億円
営業利益 6.86億円 5.0～5.5億円 5.8～6.3億円 6.5～7.0億円
売上高営業利益率 14.3% 10% 10% 10%

見直し後の中期経営計画

2021年度はBIM/CIMや民間系アセスメント等に注力した打ち手が奏功し、当初の中期
経営計画の最終年度の目標を前倒しで達成した。一方、事業成長に伴い対処すべき課題
も散見されるため、将来のさらなる高利益・高成長の基盤形成に向けた採用・教育・組織
強化等への投資を積み増しするとともに、中期経営計画の目標値を修正する。

中期経営計画の見直し
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新たな成長領域の
獲得と拡大各事業のスケール化OGI Challenge2023

2016-2020年度

OGI Vision2020

新規事業の立ち上げ 新規事業の立ち上げ
サブスクサービスの拡充

各事業のスケール化
主要顧客の拡大

応用技術の新たな
成長に向けた事業拡大

2021年-2023年 2024-2026年 2027年～

・toBIM/toCIM事業の立ち上げ
・各社とのアライアンスの強化
・サブスクサービスの開発
・パイロット顧客の獲得

・toBIM/toCIMサービスの拡充
・toDMGサービスの立ち上げ
・まちづくり事業の立ち上げ
・新エネ向け環境/条例アセス拡大

・各事業ごとに主要顧客を育成
・M&A、アライアンスの加速/強化
・建設/製造分野でエコシステム
の業界標準化

・各事業の融合と拡大
・アライアンス先との事業提携拡大
・新たな成長領域の立ち上げ

長期的な企業価値の拡大
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重点施策の取り組み状況
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重点施策の取り組み状況

建設・土木事業

BooT.oneの
業界標準化と

中国・ASEAN展開

まちづくり事業の
BIM/CIM活用

建設DX Integratorとして建設業界のDX事業を拡大

画像引用：建設ITワールド（東洋建設）、Spacemaker
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重点施策の取り組み状況

建設通信新聞 2021.10.29

お客様と価値の共創 『Smart BIM ConnectionでBIMの普及を加速する 』
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重点施策の取り組み状況

建設通信新聞 2021.10.29

お客様と価値の共創 『BooT.oneで設計～施工の一気通貫を本格化』
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重点施策の取り組み状況

建設通信新聞 2021.10.29

お客様と価値の共創 『お施主様価値最大化を目指した確実な歩み』
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ものづくり事業

製造業の顧客接点
ソリューション拡大

toDMGサービス
による軽量化コンサル
と部品設計BPaaS

 ジェネレーティブ・デザイン（Generative Design）
目標とパラメーターを設定するだけで、要求性能を満たす数千もの設計案をコ
ンピューターが自動的に作成します。コンピューターが作成した、今まで人では
考えもつかなかったデザインをベースに、設計者は短い時間でイノベーションを
起こすことが可能になります。

重点施策の取り組み状況
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重点施策の取り組み状況

ものづくりに革新を起こすプラットフォーム・サービスの展開に注力
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製造業の設計～アフターサービスに至る各プロセスで toDMGサービスを展開

重点施策の取り組み状況
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防災・減災事業

デジタルツインの活用

IoT、BigDataを
活用したリアルタイム
減災プラットフォーム
事業の展開

重点施策の取り組み状況

津波シミュレーション 氾濫シミュレーション

人流データ分析とまちづくりシミュレーション 地震火災による建物倒壊と避難経路遮断、
大量の避難者による混雑、避難の遅れ

防災・減災技術(BigData, IoT)を新たなまちづくりへ活用

21



環境解析
まちづくり事業

シミュレーション等を
元にしたまちづくりコン
サルと発注者支援。
Greenエネルギーの
普及拡大支援

都市計画へのGenerative Design活用

都市計画プロジェクトのコンセプトを実現するために
Genrative Designを活用し

都市計画レイアウトの最適解と根拠を導き出すプロジェクトの取り組み

■ 制約条件の検討、およびプログラム実装
• メイン道路の配置ロジック
• 交差点距離間隔を考慮した道路分割ロジック
• 道路に囲まれたブロックに対する建築物配置ロジック

■ 目的関数の検討、およびプログラム実装
• 建築物の有効活用評価ロジック（延べ床面積、形状、高さ、太陽光発電 等）
• 交通処理・アクセス性評価ロジック（Portalからの距離や混雑度）
• 景観・眺望評価ロジック（スカイライン、眺望）
• 緑地・広場評価ロジック（サイズ、緑地感距離）

ジェネレーティブ デザインは可能性のあるソリューションをすべて見つけ出し、都市計画(SuperCity, 
SmartCity)の設計案を生成します。そしてテストを行い、プロセスを反復しながら、どの設計案が成功し、どの
設計案が失敗するかを学習します。

重点施策の取り組み状況
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※：国土交通省
「令和5年度のBIM/CIM原則適用に向けた進め方」から引用

令和５年度以降の小規模を除く全公共工事におけるBIM/CIM原則
適用に向けて、モデル作成支援ツール NavisMasterをリリースします。

2022年4月
サービス開始予定

重点施策の取り組み状況
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BIM/CIMの設計ツールである Revit、Civil3D、Infraworks等で作成されたデータを統合し、
国土交通省の要領に準拠した適切な属性データが付与された統合モデルの作成が可能になります

構造物モデル

広域地形モデル

地質・土質モデル
統合
モデル

統合モデル（属性情報）
カテゴリ 属性名

オブジェクト分類名 ○○橋梁(橋梁名)
判別情報1 国道171号線（路線名）
判別情報2 側道（道路区分）
・・・ ・・・
・・・ ・・・
・・・ ・・・

NavisMasterで用意されて
いるテンプレートを活用して、
個々の属性データの統合が可能

道路土工

樋門樋管

工種別にテンプレートを用意

BIM
CIM
モデル
を統合

地形モデル

線形モデル 土工形状モデル

重点施策の取り組み状況
NavisMasterは、公共工事の３次元モデルの作成・納品を効率的に
行うツールです。今後、国土交通省の成果物作成要領による工種の拡充
と、ご利用いただくお客様の声を反映しながら機能を強化していきます。

建設コンサル、ゼネコン

構造モデル（属性情報）

カテゴリ 属性名

分類名 ○○橋梁

判別情報1 国道171号線

・・・ ・・・

・・・ ・・・

・・・

NavisMaster

構造モデル（属性情報）

カテゴリ 属性名

分類名 ○○橋梁

判別情報1 国道171号線

・・・ ・・・

・・・ ・・・

構造モデル（属性情報）

カテゴリ 属性名

分類名 ○○橋梁

判別情報1 国道171号線

・・・ ・・・

・・・ ・・・

統合された3Dモデルには、適切
な属性データが登録される

NATM

橋梁
今後更新される国交書の要領書に準拠し
工種を拡充予定
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APPENDIX

 OGI Challenge2023
 会社概要
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中期経営計画
OGI Challenge2023

（2021年～2023年）
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OGI Challenge2023の事業起点

Carbon Neutral
2050年の温室効果ガス排出ゼロに向けて

社会や企業は本格的に動き始める

移動の脱炭素化（2035年 純ガソリン車の販売禁止→EVの拡大）

非住宅、住宅の脱炭素化（ZEB、ZEHの拡大）
グリーンで災害に強いまちづくり（SuperCity, SmartCityの拡大）

省部品点数（部品の見直し）、部品の軽量化 →  自動車系企業の投資拡大

防災/減災、交通渋滞のないまちづくり、Greenエネルギー（大規模太陽光発電、
洋上風力発電、汚泥バイオマス発電、地熱発電・・・）、ローカル５G ・・・
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OGI Challenge2023 基本方針

建設・土木事業 防災・減災事業 環境解析
まちづくり事業ものづくり事業

BooT.oneの
業界標準化と

中国・ASEAN展開
まちづくり事業の
BIM/CIM活用

製造業の顧客接点
ソリューション拡大
toDMGサービス
による軽量化コンサル
と部品設計BPaaS

Digital Twin, IoT+AI, GD, BigData, Simulation

まちづくり(SmartCity)、デジタルマニュファクチャリング、5G、エネルギー

デジタルツインの活用
IoT、BigDataを
活用したリアルタイム
減災プラットフォーム
事業の展開

シミュレーション等を
元にしたまちづくりコン
サルと発注者支援
Greenエネルギーの
普及拡大支援

28



計画 2020年度実績 2021年度実績 2022年度 2023年度
売上高 48.00億円 64.47億円 65～70億円 70～75億円
戦略的支出 1.73億円 3.31億円 4.0～4.5億円 4.5～5.0億円
営業利益 6.86億円 9.08億円 7.0～7.5億円 7.5～8.0億円
売上高営業利益率 14.3% 14.1% 10.7% 10.7%

前中期経営計画 当初の中期経営計画
計画 2020年度実績 2021年度 2022年度 2023年度

売上高 48.00億円 50～55億円 58～63億円 65～70億円
戦略的支出 1.73億円 3.0億円 3.5億円 4.0億円
営業利益 6.86億円 5.0～5.5億円 5.8～6.3億円 6.5～7.0億円
売上高営業利益率 14.3% 10% 10% 10%

見直し後の中期経営計画

次ページ以降の重点施策に対して、毎年、売上高の6～7%相当額の戦略的支出
を行い、さらなる飛躍に向けた事業基盤の強化を図ります。

OGI Challenge2023のビジョンと計数目標
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移動の脱炭素化（EV, FCV等）の実現に重要な部品構成の見直しや部品の軽量化プロセ
スに対して、ジェネレーティブデザイン技術を活用したデジタルマニュファクチャリング（BPaaS事
業）で自動車産業に貢献し、事業を拡大させる（toDMGサービスの拡大）。

OGI Challenge2023の重点施策

まちづくりコンサルタントのトップランナーをめざした取り組み
新たなまちづくり(SuperCity, SmartCity)で必要とされるデジタルツイン・プラットフォームを、
今まで培ってきたBIM/CIM、ジェネレーティブデザイン、IoT、AIで実現する。また、まちづくりの
構想段階からプロジェクト、データモデル、プラットフォーム、運用計画などの発注者支援コンサル
タント事業を立ち上げる（toBIMサービスの拡張）。

再生可能エネルギーの普及に向けた技術サービスの提供
再生可能エネルギー（洋上風力発電、大規模太陽光発電、バイオマス発電、地熱発電
等）の普及に伴う各種シミュレーションや環境影響評価などの技術サービス化を行う。

脱炭素社会に向けた技術サービスの提供
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積極的な多国籍人材の採用、海外のスタートアップ企業との人材交流、東京・大阪での採用
強化に加え、札幌・福岡オフィスでの採用拡大。

OGI Challenge2023の重点施策

BooT.oneのデファクト・スタンダード化に向けた取り組み
BIMの設計標準ツールである「BooT.one」の国内での導入拡大を行う。また、BooT.oneで
利用する設備データ（衛生、空調、照明、機械 等）を起点とするSCMへの連携を事業化
する。

既存ソリューションやサービスの機能強化
3D空間ソリューション(Web Layout Planner)、仮設計画SaaS、建設設計の企画段階で
利用するConnecT.one、製造業の営業接点効率化ソリューション(EasyConfigrator)の機
能強化を行い、さらなる競争力確保を目指す。

人員体制の強化・拡充

31



当社は企業価値の拡大を重視しており、本中期経営計画「OGI 
Challenge2023」後は、売上高年平均成長率13%、売上高営業
利益率15%を計画値として、さらなる成長をめざしてまいります。

当社は企業価値の継続的な拡大と安定配当を基本に据えながら、
「成長に必要な戦略的支出」と「財務の安定性」のバランスを考慮しつ
つ、長期的には配当性向30%をめざしてまいります。

長期的な企業価値の拡大
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応用技術株式会社
会社概要
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会社概要 （2021年12月末現在）

Applied Technology CO., LTD.

商号 応用技術株式会社

本社 〒530-0015 大阪市北区中崎西2-4-12 梅田センタービル

代表者 代表取締役社長 船橋 俊郎

設立年月日 1984年6月14日

事業年度 毎年１月１日から12月31日までの１年

資本金 600,000,000円

発行可能株式総数 22,200,000株 （2022年１月１日株式分割後）

発行済株式総数 5,716,800株 （2022年１月１日株式分割後）

単元株式数 100株

大株主 トランス・コスモス株式会社

株主数 1,180名

従業員数 235名

34
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事業セグメント
技術力と専門性を武器にアプローチの異なる２つの事業を展開

ソリューションサービス事業
製造業向けには自社ソリューションを中心に営業支
援・設計製造支援(toDMG)・アフターサービス支援
を中心としたソリューションを展開。建設業向けには
BIMを中核とした事業(toBIM)を展開し、国内では
トップランナーとして大手ゼネコン・設計事務所等と
多数取引しています。

エンジニアリングサービス事業

製造・ものづくり分野

その他分野

防災・減災分野

環境分野

土木・建築分野

環境・防災分野における社会ニーズ、お客様の課題
に対し、エンジニアリングサービス（企画、設計、
モデリング、解析）を提供。
各分野の専門性と数値シミュレーション技術、GIS情
報技術を活かし、『自然災害対策』『水環境保全』
『社会資本、民間施設の防災支援・維持管理』に関
するサービスを展開。

建設・住宅分野 32%
68%

2021年12月期
売上高構成
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製造

調査・計画 設計 施工 維持管理

新規投資事業

自動車
ハウス

メーカー機械 住宅設備空調
電機 建材 ゼネコン サブコン デベロッパ設計

事務所

toBIM サービス
サプライチェーン製造設計見積・提案

建設

自治体 建コン デベロッパゼネコン国

調査・計画 設計 施工 維持管理

防災・減災/環境解析 toCIMサービス

土木・環境

応用技術

・

・BIM導入コンサル、運用サービス
・BIMソリューション提供
(BooT.one, ConnecT.one, WCP, 他）

・個別開発サービス、ラボ開発

・

・顧客接点ソリューション
(提案見積支援 / アフターサービス支援）

・設計省力化CADカスタマイズ

・

ニ
ー
ズ
の
調
査
、
新
技
術
の
蓄
積

企
画
提
案
、
技
術
提
案

toDMG サービス

ニ
ー
ズ
の
調
査
、
新
技
術
の
蓄
積

企
画
提
案
、
技
術
提
案

・耐震解析、防災シミュレーション
・環境解析、交通シミュレーション
・まちづくり、アセットマネジメント
・CIM導入コンサル、運用サービス

ビジネスモデル

(2021～2023)

・建設DXプラットフォームの拡大
→ BooT.oneの業界標準化、MEPソリューション

生産連携、サプライチェーン
・まちづくりで必要な技術サービス
→ 環境/防災/人流/街区/維持管理/事業者支援

・EV, FCVで必要な技術サービス
→ 部品軽量化/加工自動化ソリューション 他
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２０２２年２月７日

課題を価値に変える
イノベーション・カンパニー

応用技術株式会社
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